
- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生女子（５～６年）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 8:55:00

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

7分03秒1 野﨑 美羽17042 久喜友誠館ノザキ ミウ

7分08秒2 新津 那奈17032 ニイツ ナナ

7分12秒3 関根 さくら17026 野田ジュニアセキネ サクラ

7分23秒4 山本 祐希17037 宇和島市立明倫小学校ヤマモト ユウキ

7分29秒5 内野 沙弥香17021 東葛ＲＣウチノ サヤカ

7分30秒6 高崎 恋々17030 野田ジュニアタカサキ ココ

7分30秒7 田中 愛菜17020 タナカ アイナ

7分32秒8 伊藤 杏里17014 久喜友誠館陸上クラブイトウ アンリ

7分38秒9 渡邊 百香17046 上尾市立東ワタナベ モモカ

7分47秒10 松永　成美17079 本町小学校マツナガ　ナルミ

7分56秒11 北川 紗優17028 キタガワ サユ

8分02秒12 竹内 瑠音17023 白岡Ｊｒ．タケウチ ルン

8分05秒13 内野 帆乃香17022 東葛ＲＣウチノ ホノカ

8分13秒14 荻島 美空17070 久喜市立太田小学校オギシマ ミク

8分14秒15 大宮　永波17074 江面第一小学校オオミヤ　トワ

8分15秒16 丸碆 夏鈴17002 栗橋南小学校マルバエ カリン

8分18秒17 秋吉　咲希17048 久喜小学校アキヨシ　サキ

8分18秒18 岩本　和17109 加須南小イワモト ナゴミ

8分23秒19 川嶋 紗希17044 東大成小学校カワシマ サキ

8分23秒20 小島 愛加17041 コジマ アイカ

8分26秒21 小澤 海波17005 久喜市立栗橋南小学校オザワ ミナミ

8分27秒22 田名網　知恵17057 久喜小学校タナアミ　チエ

8分27秒23 増井 菜絵17038 桜田小学校マスイ ナエ

8分30秒24 阪尾 綾音17031 久喜東小サカオ アヤネ

8分30秒25 髙橋　茉柚子17060 久喜小学校タカハシ　マユコ

8分30秒26 田中　彩心17058 久喜小学校タナカ　アヤミ

8分32秒27 内田 遥菜17033 ウチダ ハルナ

8分33秒28 藤田　もも17107 東鷲宮小学校フジタ　モモ

8分36秒29 高橋 咲稀17036 友誠館タカハシ サキ

8分39秒30 関口　さくら17067 久喜小学校セキグチ　サクラ

8分40秒31 小川 楓子17039 加須ジュニア陸上クラブオガワ フウコ

8分42秒32 勝俣　芽衣17052 久喜小学校カツマタ　メイ

8分44秒33 田邉 麗17011 チームモンサレタナベ レイ

8分49秒34 茂木　千春17068 久喜小学校モギ　チハル

8分49秒35 増渕　花音17111

8分50秒36 町田 瑠璃華17071 久喜市立太田小学校マチダ ルリカ

8分52秒37 宮崎 愛生17006 白岡かけっこクラブミヤザキ メイ

8分53秒38 尾崎　若奈17062 久喜小学校オザキ　ワカナ

8分54秒39 岩崎　輝亜17085 青毛小学校イワサキ　ダイア

8分55秒40 渋谷 芽結17018 久喜友誠館シブヤ メイ

8分56秒41 山下　結彩17055 久喜小学校ヤマシタ　ユイ

8分57秒42 柿沼　陽菜美17092 栗橋西小学校カキムマ　ヒナミ

8分57秒43 鈴木 爽月17035 スズキ サツキ

8分58秒44 戸賀崎 まゆ17077 清久小学校トガサキ マユ

8分59秒45 関 未友里17007 上松山小学校セキ ミユリ

9分01秒46 小野寺 結凪17043 久喜市立青毛小学校オノデラ ユナ

9分04秒47 石川 心琴17003 栗橋小学校イシカワ ミコト

9分13秒48 高橋 葵17012 栗橋南小学校タカハシ アオイ
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9分13秒49 露﨑　友萌17050 久喜小学校ツユザキ　トモエ

9分18秒50 グエンティゴックフウン17103 上内小学校グエンティゴックフウン

9分20秒51 小河原莉緒17082 青葉小学校コガハラ　リオ

9分20秒52 関根 七海17040 セキネ ナナミ

9分21秒53 菅原 菜々17013 栗橋南小学校スガワラ ナナ

9分22秒54 鈴木星那17080 青葉小学校スズキ　セナ

9分23秒55 畑　りつか17086 青毛小学校ハタ　リツカ

9分26秒56 小林　佳暖17110 加須市コバヤシ カノン

9分29秒57 庭 千尋17029 青毛小学校ニワ チヒロ

9分30秒58 山崎 舞衣17017 ヤマザキ マイ

9分32秒59 岸　楓17089 小林小学校キシ カエデ

9分33秒60 井上 陽彩17010 宮代剣友会イノウエ ヒイロ

9分33秒61 相澤　沙織里17097 鷲宮小学校アイザワ　サオリ

9分33秒62 金澤　栞海17095 鷲宮小学校カナザワ　カンナ

9分36秒63 信太　桜17066 久喜小学校シダ　サクラ

9分36秒64 青山　心17087 久喜東小学校アオヤマ　ココロ

9分36秒65 田中　結衣17108 東鷲宮小学校タナカ　ユイ

9分36秒66 神保　実咲17059 久喜小学校ジンボ　ミサキ

9分38秒67 小川 碧月17027 オガワ ミヅキ

9分39秒68 内田 葵衣17034 ウチダ アオイ

9分40秒69 青木　弥乃里17061 久喜小学校アオキ　ミノリ

9分43秒70 佐久間　心咲17049 久喜小学校サクマ　ミサキ

9分44秒71 藤浪 爽17090 小林小学校フジナミ サワ

9分45秒72 千葉　夏希17094 栗橋小学校チバ　ナツキ

9分46秒73 山中　萌生17088 久喜北小学校ヤマナカ　メイ

9分48秒74 池田　華也17101 上内小学校イケダ　カヤ

9分56秒75 田中　樹里17084 青毛小学校タナカ　ジュリ

9分56秒76 永野　妃那17054 久喜小学校ナガノ　ヒナ

9分57秒77 小山　祐依17075 江面第二小学校コヤマ　ユイ

10分04秒78 添野 葵以17004 久喜市立菖蒲東小学校ソエノ アオイ

10分11秒79 増田 紗也加17069 久喜市立太田小学校マスダ サヤカ

10分16秒80 福田 茉穂17045 フクダ マホ

10分17秒81 山本　結衣17099 上内小学校ヤマモト　ユイ

10分21秒82 金子　夏葵17053 久喜小学校カネコ　ナツキ

10分25秒83 西川　友理17063 久喜小学校ニシカワ　ユリ

10分29秒84 及川愛菜17081 青葉小学校オイカワ　アイナ

10分35秒85 加藤 美寿希17008 朝日小カトウ ミズキ

10分43秒86 志村 梨花17078 清久小学校シムラ リンカ

10分55秒87 加藤　伊織17105 東鷲宮小学校カトウ　イオリ

11分01秒88 大島　悠愛17001 山中グループ

11分06秒89 山本　莉奈17100 上内小学校ヤマモト　リナ

11分13秒90 細野　叶実17064 久喜小学校ホソノ　カナミ

11分13秒91 伊藤　優花17051 久喜小学校イトウ　ユウカ

11分42秒92 酒井　葉那17104 東鷲宮小学校サカイ　ハナ

11分55秒93 中島　蒼17091 菖蒲東小学校ナカジマ　ソラ

11分57秒94 毛利 優来17047 砂原小学校モウリ ユラ

12分28秒95 渡辺　花彩17096 鷲宮小学校ワタナベ　ハナ

12分30秒96 新井　ひなり17073 江面第一小学校アライ　ヒナリ
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