
- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　中学生女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

10分17秒1 山中 菜摘14014 久喜中学校陸上競技部ヤマナカ ナツミ

10分47秒2 木村 心優14006 久喜ゆうせいかんキムラ ミユ

10分51秒3 若林 真琴14024 さいたま植竹中学校ワカバヤシ マコト

10分52秒4 齋藤 梨央14009 泰平中学校サイトウ リオ

10分53秒5 青木 歩乃瑠14019 加須大利根中学アオキ ホノル

10分59秒6 佐藤 彩乃14020 白岡南サトウ アヤノ

11分02秒7 清水　杏夏14083 久喜市立栗橋東中学校シミズ　キョウカ

11分03秒8 榎本　実津穂14082 久喜市立栗橋東中学校エノモト　ミヅホ

11分11秒9 神田 美咲14013 久喜中陸上部カンダ ミサキ

11分18秒10 及川 可琳14007 久喜中陸上部オイカワ カリン

11分36秒11 菅谷 紗都14008 久喜中学校スガヤ サト

11分42秒12 遠藤 双葉14022 さいたま市尾間木中学エンドウ フタバ

11分47秒13 小林　千隼14088 千葉県市川市立第二中学・コバヤシ チハヤ

11分48秒14 吉田　ひなな14090 ヨシダ ヒナナ

11分48秒15 染谷　朋花14092 ソメヤ トモカ

11分55秒16 栁澤　来美14089 ヤナギサワ クルミ

12分03秒17 内藤　香澄14091 市川市立第二中学校ナイトウ カスミ

12分03秒18 阿部 万紘14015 久喜中学校アベ マヒロ

12分05秒19 野川　想14063 菖蒲南中学校ノガワ　ココロ

12分13秒20 久保　七星14035 久喜東中学校クボ　ナナセ

12分17秒21 鶴巻 かなめ14005 ツルマキ カナメ

12分32秒22 山口 優希14012 慈恩寺中学校ヤマグチ ユウキ

12分34秒23 尾崎 由依14025 久喜中学校陸上部オザキ ユイ

12分36秒24 新井 千晴14028 久喜中陸上部アライ チハル

12分43秒25 和田　美羽14085 久喜市立栗橋東中学校ワダ　ミウ

12分48秒26 戎脇　紗希14087 久喜中学校エビスワキ サキ

12分51秒27 中野 愛瑠14026 久喜中学校陸上部ナカノ アイル

12分52秒28 甲斐　輝14033 久喜東中学校カイ　ヒカル

12分59秒29 安齊 千尋14017 久喜中陸上部アンザイ チヒロ

13分15秒30 吉住　麻美14073 久喜市立栗橋東中学校ヨシズミ　アサミ

13分18秒31 奥澤 香凜14023 久喜中オクザワ カリン

13分21秒32 荒井 菜々美14010 さいたま市立三橋中学校アライ ナナミ

13分31秒33 江口　寛恵14056 菖蒲南中学校エグチ　ヒロエ

13分34秒34 大森　蒼14068 久喜市立栗橋東中学校オオモリ　アオイ

13分37秒35 高野 羅14018 久喜中陸上部タカノ アミ

13分39秒36 木村　愛未14040 久喜東中学校キムラ　マナミ

13分41秒37 島田　珠宇14061 菖蒲南中学校シマダ　シュウ

13分48秒38 宗島 菜津美14001 市川市立第２中学校ムネシマ ナツミ

13分54秒39 小林 実々14045 久喜市立太東中学校コバヤシ ミミ

13分54秒40 榎田 彩月14043 久喜市立太東中学校エノキダ サツキ

13分58秒41 赤城 琴乃14021 久喜中学校アカギ コトノ

14分06秒42 田端 智佳14016 久喜中学校タバタ トモカ

14分09秒43 遠藤　和佳14059 菖蒲南中学校エンドウ　ノドカ

14分11秒44 金子 佳帆14003 カネコ カホ

14分12秒45 佐藤 雛美14002 栗橋東中学校サトウ ヒナミ

14分13秒46 宮本 知佳14048 久喜市立太東中学校ミヤモト　チカ

14分13秒47 浦山　遥14058 菖蒲南中学校ウラヤマ　ハルカ

14分18秒48 田嶋 月葉14011 タシマ ツキハ
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14分19秒49 長沼 里央菜14027 久喜中学校ナガヌマ リオナ

14分20秒50 添野　智花14114 菖蒲中学校ソエノトモカ

14分49秒51 金子　瑠那14060 菖蒲南中学校カネコ　ルナ

14分49秒52 東條　あずみ14093 菖蒲南中学校トウジョウアズミ

14分57秒53 川崎　祐佳14070 久喜市立栗橋東中学校カワサキ　ユウカ

14分57秒54 平林　月凪14080 久喜市立栗橋東中学校ヒラバヤシ　ツキナ

15分00秒55 中山　桜14086 久喜中学校ナカヤマ サクラ

15分05秒56 内田　ゆりか14057 菖蒲南中学校ウチダ　ユリカ

15分06秒57 高山　瑞希14072 久喜市立栗橋東中学校タカヤマ　ミズキ

15分07秒58 竹林　莉穂14118 菖蒲中学校タケバヤシリホ

15分08秒59 中庭　愛美14104 菖蒲中学校ナカニワマナミ

15分09秒60 大澤　優菜14111 菖蒲中学校オオサワユナ

15分11秒61 小澤　七海14069 久喜市立栗橋東中学校オザワ　ナナミ

15分13秒62 海老原　美里14037 久喜東中学校エビハラ　ミサト

15分14秒63 村田　みのり14084 久喜市立栗橋東中学校ムラタ　ミノリ

15分16秒64 木下 紬14042 久喜市立太東中学校キノシタ ツムギ

15分21秒65 大野　ひかる14107 菖蒲中学校オオノヒカル

15分31秒66 金子 睦見14004 カネコ ムツミ

15分50秒67 菊地　紗菜14071 久喜市立栗橋東中学校キクチ　サナ

15分56秒68 市村　美琴14115 菖蒲中学校イチムラミコト

16分05秒69 増子　碧14110 菖蒲中学校マシコアオイ

16分09秒70 堀部　彩里14113 菖蒲中学校ホリベアヤリ

16分11秒71 阿部　茉莉14109 菖蒲中学校アベマリ

16分16秒72 片桐　彩花14052 菖蒲南中学校カタギリ　アヤカ

16分18秒73 五十嵐未来14067 久喜市立栗橋東中学校イガラシ　ミライ

16分38秒74 篠崎　さやか14079 久喜市立栗橋東中学校シノザキ　サヤカ

16分40秒75 唐沢　菜那14055 菖蒲南中学校カラサワ　ナナ

16分44秒76 高橋 真希14044 久喜市立太東中学校タカハシ マキ

16分54秒77 新井　里望14117 菖蒲中学校アライリミ

16分55秒78 中原　颯希14049 菖蒲中学校ナカハラ　ソヨギ

16分58秒79 岡田　祐佳14064 久喜市立栗橋東中学校オカダ　ユウカ

17分02秒80 町田　美咲14065 久喜市立栗橋東中学校マチダ　ミサキ

17分11秒81 藤井　美那14074 久喜市立栗橋東中学校フジイ　ミナ

17分17秒82 安藤　由芽14077 久喜市立栗橋東中学校アンドウ　ユメ

17分26秒83 荻野　礼羅14108 菖蒲中学校オギノレイラ

17分28秒84 千葉　咲14054 菖蒲南中学校チバ　サクラ

17分29秒85 外山　真空14053 菖蒲南中学校トヤマ　ソラ

17分33秒86 青木　優和14078 久喜市立栗橋東中学校アオキ　ユウナ

17分34秒87 津田　和香奈14076 久喜市立栗橋東中学校ツダ　ワカナ

17分42秒88 上村　愛理14038 久喜東中学校ウエムラ　アイリ

17分45秒89 丸山　佳澄14081 久喜市立栗橋東中学校マルヤマ　カスミ

17分45秒90 関口　彩貴14094

17分54秒91 氏家 葵14046 久喜市立太東中学校ウジイエ アオイ

17分54秒92 高田 日和14047 久喜市立太東中学校タカダ ヒヨリ

17分57秒93 鈴木　麗菜14039 久喜東中学校スズキ　レイナ

17分59秒94 山田　結生14103 菖蒲中学校ヤマダユイ

18分06秒95 椎名　楓音14075 久喜市立栗橋東中学校シイナ　カノン

18分19秒96 初山　心咲14112 菖蒲中学校ハツヤマミサキ
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18分24秒97 福島　瑞貴14050 菖蒲中学校フクシマ　ミズキ

18分24秒98 本田　麗愛14041 久喜東中学校ホンダ　レイア

19分30秒99 ライムンジミキコ14051 菖蒲中学校ライムンジミキコ

20分05秒100 関谷　美真14030 久喜東中学校セキヤ　ミイマ

20分05秒101 竹内　琴音14034 久喜東中学校タカウチ　コトネ
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