
第2回よろこびのまち久喜マラソン大会

総合結果・種目:3kmの部

順位 部門 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 一般男子（高校生～49歳以下） 9149 0:09:11 関根 隆 ｾｷﾈ ﾀｶｼ

2 一般男子（高校生～49歳以下） 9125 0:09:22 的場 寛人 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾛﾄ 早大本庄

3 中学生男子 13282 0:09:34 中野　蒼塁 ﾅｶﾉ ｱﾙﾑ 加須昭和中学校

4 一般男子（高校生～49歳以下） 9119 0:09:36 伊藤 遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

5 一般男子（高校生～49歳以下） 9121 0:09:40 吉田 拓矢 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

6 中学生男子 13023 0:09:42 松永 宏樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 久喜中陸上部

7 一般男子（高校生～49歳以下） 9112 0:09:44 蟹江 正史 ｶﾆｴ ﾏｻｼ 高萩北中ＰＴＡ

8 中学生男子 13016 0:09:44 小島 潤也 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 慈恩寺中学校

9 中学生男子 13019 0:09:44 角谷 圭太 ｶﾄﾞﾔ ｹｲﾀ 柏中学校

10 一般男子（高校生～49歳以下） 9153 0:09:45 高橋　和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 久喜友誠館陸上クラブ

11 中学生男子 13289 0:09:45 木島　励恩 ｷｼﾞﾏ ﾚｵﾝ 柏市立柏中学校

12 一般男子（高校生～49歳以下） 9140 0:09:46 関口 修 ｾｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ ＵＨシュート

13 中学生男子 13296 0:09:54 二宮　翔太朗 ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 市川市立第二中学校

14 一般男子（高校生～49歳以下） 9103 0:09:56 内藤 貴之 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

16 一般男子（高校生～49歳以下） 9104 0:09:58 内藤 智之 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

17 中学生男子 13030 0:09:58 久保 哲汰 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾀ 市川第二中学

15 一般男子（高校生～49歳以下） 9148 0:09:58 石田 雄大 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 桃ちゃん

18 中学生男子 13024 0:09:59 村山 俊輔 ﾑﾗﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 市川第二中学校

19 中学生男子 13176 0:09:59 飯塚征吾 ｲｲﾂﾞｶｾｲｺﾞ 菖蒲单中学校

20 一般男子（高校生～49歳以下） 9182 0:10:02 田上 義季 ﾀｶﾞﾐ ﾖｼｷ

21 中学生男子 13275 0:10:05 三浦　空我 ﾐｳﾗ ｸｳｶﾞ 鷲宮西中学校

22 中学生男子 13008 0:10:07 日高 志允 ﾋﾀｶ ﾕｷﾏｻ 久喜中陸上部

23 中学生男子 13288 0:10:08 安藤　修一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 柏市立柏中学校

24 中学生男子 13284 0:10:10 佐藤　友亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 柏市立柏中学校

25 中学生男子 13178 0:10:12 岸　奈緒人 ｷｼﾅｵﾄ 菖蒲单中学校

26 一般男子（高校生～49歳以下） 9122 0:10:13 野口 之男 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｵ ＮＡＳ東大宮

27 中学生男子 13181 0:10:13 島田純佑 ｼﾏﾀﾞｼﾞｭﾝｽｹ 菖蒲单中学校

28 中学生男子 13029 0:10:14 菅野 天翔 ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾄ 久喜市立久喜中

29 一般男子（高校生～49歳以下） 9099 0:10:16 斉藤 康祐 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 走好会

30 中学生男子 13294 0:10:16 五十嵐　啓祐 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 柏中学校

31 一般男子（高校生～49歳以下） 9090 0:10:17 黒須 健太 ｸﾛｽ ｹﾝﾀ カットサロンｋ

32 中学生男子 13010 0:10:17 山中 碧々 ﾔﾏﾅｶ ﾐｱ 久喜中

33 中学生男子 13295 0:10:17 森　寛太 ﾓﾘ ｶﾝﾀ 久喜中学校

34 中学生男子 13034 0:10:18 石井 暁 ｲｼｲ ｱｷﾗ 久喜中学校

35 中学生男子 13018 0:10:19 白石 雄大 ｼﾗｲｼ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和中学校

36 中学生男子 13222 0:10:21 荒原　大雄 ｱﾗﾊﾗ ﾀﾞｲﾕｳ 鷲宮中学校

37 一般男子（高校生～49歳以下） 9138 0:10:22 大嶋 乃斗 ｵｵｼﾏ ﾅｲﾄ 埼玉陸協

38 中学生男子 13036 0:10:23 小泉 孝太朗 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 久喜中

39 一般男子（50歳代以上） 10052 0:10:25 石井 英和 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ゴキちゃんクラ

40 中学生男子 13031 0:10:25 岩田 佑 ｲﾜﾀ ﾀｽｸ 久喜中学校

41 中学生女子 14009 0:10:25 山中 菜摘 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂﾐ 久喜中学校

42 中学生男子 13216 0:10:28 三浦　宏太 ﾐｳﾗ ｺｳﾀ 栗橋東中学校

43 中学生男子 13191 0:10:28 太田　遥及 ｵｵﾀ ﾊﾙﾁｶ 栗橋東中学校

44 中学生女子 14021 0:10:28 蟹江 きりの ｶﾆｴ ｷﾘﾉ 高萩北中

45 一般男子（高校生～49歳以下） 9141 0:10:29 関口 達 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ブランチＯ

46 一般男子（高校生～49歳以下） 9081 0:10:30 渡辺 拓矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ ダンロップ公津

47 中学生男子 13012 0:10:31 小川 琉聖 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 桶川加納中

48 一般男子（高校生～49歳以下） 9113 0:10:33 佐藤 凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ いちごだいふく

49 中学生女子 14114 0:10:33 佐藤　友香 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 柏市立柏中学校

51 中学生男子 13177 0:10:34 加藤奨啓 ｶﾄｳｼｮｳｹｲ 菖蒲单中学校

50 一般男子（50歳代以上） 10051 0:10:34 大内 利典 ｵｵｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 明健小学校教員

52 中学生男子 13007 0:10:35 伊藤 幸太郎 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 久喜友誠館

54 中学生男子 13286 0:10:36 竹見　英泰 ﾀｹﾐ ﾋﾃﾞﾔｽ 柏中学校

53 中学生男子 13257 0:10:36 青木　颯哉 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 鷲宮西中学校

55 中学生男子 13028 0:10:37 星野 信玄 ﾎｼﾉ ｼﾝｹﾞﾝ 久喜中



57 一般男子（高校生～49歳以下） 9159 0:10:38 本間　蒼良 ﾎﾝﾏ ｿﾗ 越谷西高校

56 一般男子（高校生～49歳以下） 9095 0:10:38 清水 崇之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 東光高岳

58 一般男子（50歳代以上） 10016 0:10:39 冨田 正伸 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ Athletics Club

60 中学生女子 14026 0:10:42 木村 心優 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 古河総和单

59 中学生男子 13020 0:10:42 蟹江 達樹 ｶﾆｴ ﾀﾂｷ 高萩北中

61 一般男子（高校生～49歳以下） 9157 0:10:43 吉田　朔 ﾖｼﾀﾞ ｻｸ 越谷西高校

62 一般男子（高校生～49歳以下） 9143 0:10:44 追川 礼章 ｵｲｶﾜ ｱﾔﾄｼ 東京藝大大学院

64 中学生男子 13086 0:10:45 斉藤　雄太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 久喜東中学校

65 中学生男子 13217 0:10:45 向井　和哉 ﾑｶｲ ｶｽﾞﾔ 栗橋東中学校

63 中学生男子 13279 0:10:45 柴田　竜成 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 鷲宮西中学校

66 一般男子（高校生～49歳以下） 9084 0:10:46 飯島 弘稀 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ チームＤＨ

67 中学生男子 13009 0:10:46 神山 司 ｶﾐﾔﾏ ﾂｶｻ 久喜中学校

68 中学生男子 13226 0:10:48 坂田　飛翔 ｻｶﾀ ﾂﾊﾞｻ 鷲宮中学校

69 中学生男子 13133 0:10:51 矢富　優輝 ﾔﾄﾐ ﾕｳｷ 久喜東中学校

71 中学生男子 13213 0:10:53 福島　壮馬 ﾌｸｼﾏ ｿｳﾏ 栗橋東中学校

70 中学生男子 13285 0:10:53 山本　凌 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 柏中学校

72 中学生男子 13130 0:10:54 三木　裕登 ﾐｷ ﾕｳﾄ 久喜東中学校

74 中学生男子 13297 0:10:54 高橋　洋樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 市川第二中学校

73 中学生男子 13002 0:10:54 松木 慧 ﾏﾂｷ ｹｲ 中学校市川市立第二中学校

76 中学生男子 13041 0:10:55 沼田 大樹 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ 久喜中学校

77 中学生男子 13026 0:10:55 明石 樹生 ｱｶｼ ﾀﾂｷ 久喜中陸上部

75 中学生男子 13168 0:10:55 荒井　環 ｱﾗｲ ﾀﾏｷ 菖蒲中学校陸上部

78 中学生男子 13109 0:10:56 丹野　圭裕 ﾀﾝﾉ ｹｲﾕｳ 久喜東中学校

80 中学生女子 14111 0:10:57 和田　美羽 ﾜﾀﾞ ﾐｳ 栗橋東中学校

79 一般男子（50歳代以上） 10032 0:10:57 市川 豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 大袋走友会

81 中学生男子 13264 0:11:01 岸　凌也 ｷｼ ﾘｮｳﾔ 鷲宮西中学校

82 中学生男子 13261 0:11:01 海老澤　瑠弥 ｴﾋﾞｻﾜ ﾘｭｳﾔ 鷲宮西中学校

83 一般男子（高校生～49歳以下） 9085 0:11:02 谷地 吉人 ﾔﾁ ﾖｼﾄ カクイチ

84 中学生男子 13223 0:11:02 岩井　大輝 ｲﾜｲ ﾀﾞｲｷ 鷲宮中学校

85 中学生男子 13204 0:11:04 白石　嵯京 ｼﾗｲｼ ｻｷｮｳ 栗橋東中学校

86 一般男子（50歳代以上） 10033 0:11:05 山崎 進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 久喜聖地化プロ

87 中学生男子 13011 0:11:06 高村 慧 ﾀｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 開智未来

89 中学生男子 13210 0:11:07 丹野　晴仁 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾄ 栗橋東中学校

88 一般男子（高校生～49歳以下） 9176 0:11:07 齊田　悠人 ｻｲﾀ ﾕｳﾄ 鷲宮高校

90 中学生男子 13077 0:11:08 神野　滉希 ｶﾐﾉ ﾋﾛｷ 久喜東中学校

92 中学生男子 13219 0:11:08 吉澤　颯斗 ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 栗橋東中学校

91 中学生男子 13140 0:11:08 山﨑　堅斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾄ 太東中学校

93 中学生女子 14010 0:11:09 神田 美咲 ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｷ 久喜中学校

94 一般男子（50歳代以上） 10074 0:11:10 遠藤　肇 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ カゴメ茨城

95 中学生男子 13206 0:11:10 関口　勝也 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 栗橋東中学校

96 中学生男子 13182 0:11:11 清水秀樹 ｼﾐｽﾞﾋﾃﾞｷ 菖蒲单中学校

97 中学生男子 13183 0:11:12 永井聖路 ﾅｶﾞｲｾｲｼﾞ 菖蒲单中学校

98 中学生男子 13139 0:11:12 山口 暁史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾌﾐ 太東中学校

99 中学生男子 13022 0:11:12 藤田 望夢 ﾌｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾑ 東海中学校

100 一般女子（高校生・49歳以下） 11081 0:11:13 藁谷 希理 ﾜﾗｶﾞｲ ｷﾘ カナガワＲＣ

101 中学生男子 13231 0:11:13 福富　弓人 ﾌｸﾄﾐ ﾕﾐﾄ 鷲宮中学校

103 一般男子（50歳代以上） 10044 0:11:14 金子 和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

102 一般男子（高校生～49歳以下） 9115 0:11:14 藤田 康太郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 茨城高専

104 中学生男子 13281 0:11:14 長谷川　颯人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 久喜中学校

106 中学生男子 13042 0:11:14 根岸 祐弥 ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾔ 久喜中学校

105 中学生男子 13287 0:11:14 竹見　昇悟 ﾀｹﾐ ｼｮｳｺﾞ 柏中学校

107 一般女子（高校生・49歳以下） 11123 0:11:15 岩本　明日香 ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ 花咲徳栄高校

108 中学生男子 13228 0:11:15 瀬畑　慧大 ｾﾊﾀ ｹｲﾀ 鷲宮中学校

109 一般男子（高校生～49歳以下） 9128 0:11:16 宮澤 博文 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ

110 一般男子（高校生～49歳以下） 9092 0:11:16 渡辺 弘幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 元地元

111 中学生男子 13180 0:11:18 齋藤良太郎 ｻｲﾄｳﾘｮｳﾀﾛｳ 菖蒲单中学校

112 中学生男子 13260 0:11:19 飯島　康生 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 鷲宮西中学校

113 中学生女子 14104 0:11:20 清水　杏夏 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 栗橋東中学校

114 一般男子（高校生～49歳以下） 9076 0:11:21 佐久間 愛也 ｻｸﾏ ｱｲﾔ 佐久間RC



115 中学生男子 13259 0:11:21 有賀　翔太 ｱﾘｶﾞ ｼｮｳﾀ 鷲宮西中学校

116 中学生男子 13072 0:11:22 小沼　聖司 ｵﾇﾏ ｾｲｼﾞ 久喜東中学校

117 中学生男子 13272 0:11:22 本田　瑛大 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾄ 鷲宮西中学校

120 中学生女子 14013 0:11:23 山中 蕗々 ﾔﾏﾅｶ ｲｵﾘ 久喜中

119 中学生男子 13211 0:11:23 富田　恭平 ﾄﾐﾀ ｷｮｳﾍｲ 栗橋東中学校

118 中学生男子 13267 0:11:23 鈴木　唯斗 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ 鷲宮西中学校

121 中学生男子 13300 0:11:24 田中　志恩 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ

123 中学生女子 14025 0:11:24 菅谷 紗都 ｽｶﾞﾔ ｻﾄ 久喜中学校

122 中学生女子 14101 0:11:24 榎本　実津穂 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾂﾞﾎ 栗橋東中学校

124 中学生男子 13197 0:11:27 久我　忠澄 ｸｶﾞ ﾀﾀﾞｽﾐ 栗橋東中学校

126 中学生女子 14115 0:11:29 後藤　千理 ｺﾞﾄｳ ｾﾝﾘ 柏中学校

125 中学生男子 13268 0:11:29 関根　康 ｾｷﾈ ｺｳ 鷲宮西中学校

127 一般男子（高校生～49歳以下） 9105 0:11:30 中田 秀典 ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ

128 中学生男子 13067 0:11:30 井上　空 ｲﾉｳｴ ｿﾗ 久喜東中学校

129 中学生男子 13258 0:11:30 阿部　駿也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 鷲宮西中学校

130 中学生男子 13274 0:11:30 丸山　洋 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 鷲宮西中学校

131 中学生男子 13014 0:11:31 杉森 未來 ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾗｲ 鷲宮東中学校

133 中学生男子 13124 0:11:32 保科　謙伸 ﾎｼﾅ ｹﾝｼﾝ 久喜東中学校

132 中学生男子 13045 0:11:32 内田　武蔵 ｳﾁﾀﾞ ﾑｻｼ 久喜单中学校

134 中学生男子 13134 0:11:34 山野辺　怜司 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾚｲｼﾞ 久喜東中学校

135 中学生男子 13186 0:11:36 山崎航大 ﾔﾏｻﾞｷｺｳﾀ 菖蒲单中学校

136 中学生男子 13277 0:11:37 吉田　樹 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ 鷲宮西中学校

137 一般男子（高校生～49歳以下） 9015 0:11:38 山本　紀宏 - 山中グループ

138 中学生男子 13185 0:11:38 百瀬拓海 ﾓﾓｾﾀｸﾐ 菖蒲单中学校

139 中学生男子 13263 0:11:39 加藤　悠音 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 鷲宮西中学校

140 中学生女子 14032 0:11:40 黒木 望来 ｸﾛｷ ﾐｸ 久喜中学校

141 中学生男子 13179 0:11:41 後藤扶哉 ｺﾞﾄｳﾓﾄﾔ 菖蒲单中学校

142 中学生男子 13265 0:11:41 小西　京介 ｺﾆｼ ｷｮｳｽｹ 鷲宮西中学校

143 中学生男子 13116 0:11:43 永島　駿 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 久喜東中学校

144 中学生男子 13021 0:11:43 鳩貝 琉斗 ﾊﾄｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 五霞中学校

145 中学生女子 14016 0:11:43 山口 優希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 慈恩寺中学校

146 中学生男子 13054 0:11:44 髙松　憲士郎 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾛｳ 久喜单中学校

147 中学生男子 13173 0:11:45 菊地　凌史 ｷｸﾁ ﾘｮｳｼﾞ 菖蒲中学校陸上部

148 中学生男子 13273 0:11:45 牧田　凌典 ﾏｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 鷲宮西中学校

149 中学生男子 13306 0:11:46 多田　大輝 ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鷲宮西中学校

150 一般男子（50歳代以上） 10029 0:11:48 藤田 仁 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ たまごＲＣ

151 中学生男子 13101 0:11:48 関根　優輝 ｾｷﾈ ﾕｳｷ 久喜東中学校

152 中学生男子 13298 0:11:48 箕輪　剛士 ﾐﾉﾜ ﾂﾖｼ 市川市立第二中学校

154 中学生男子 13132 0:11:49 村岡　悟琉 ﾑﾗｵｶ ｻﾄﾙ 久喜東中学校

153 一般男子（高校生～49歳以下） 9062 0:11:49 峯 靖 ﾐﾈ ﾔｽｼ 日本サイン株式会社

156 中学生男子 13032 0:11:51 大熊 徳史 ｵｵｸﾏ ﾄｸｼ 久喜中学校

155 中学生男子 13158 0:11:51 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 菖蒲中学校サッカー部

157 中学生女子 14012 0:11:51 及川 渚彩 ｵｲｶﾜ ﾅｷﾞｻ 清新ＪＡＣ

158 中学生男子 13090 0:11:53 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 久喜東中学校

159 中学生男子 13128 0:11:54 松本　翔太 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 久喜東中学校

160 中学生男子 13194 0:11:55 金崎　広透 ｶﾈｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 栗橋東中学校

161 中学生男子 13189 0:11:55 市川　航平 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾍｲ 栗橋東中学校

162 中学生女子 14122 0:11:55 吉田　桜乃 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ 柏中

164 中学生男子 13073 0:11:57 加賀　優介 ｶｶﾞ ﾕｳｽｹ 久喜東中学校

163 一般男子（50歳代以上） 10050 0:11:57 森下 智 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄｼ 布施郵便局

165 中学生男子 13117 0:11:58 中西　優友 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 久喜東中学校

166 中学生女子 14008 0:11:59 古澤 菜実 ﾌﾙｻﾜ ﾅﾐ 久喜中

167 一般男子（高校生～49歳以下） 9146 0:12:00 箭内 将人 ﾔﾅｲ ﾏｻﾄ ライズウィル

168 中学生男子 13221 0:12:00 米田　翔空 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｱ 栗橋東中学校

169 中学生男子 13091 0:12:01 渋谷　奈且 ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 久喜東中学校

171 中学生男子 13096 0:12:02 進藤　嵩史 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 久喜東中学校

172 中学生男子 13082 0:12:02 小林　拓夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ 久喜東中学校

170 一般男子（高校生～49歳以下） 9178 0:12:02 小野田　泰朗 ｵﾉﾀﾞ ﾔｽｱｷ 白岡夜人走遊会

173 一般男子（50歳代以上） 10018 0:12:03 加藤 和寿 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ チーム寿々子



175 中学生男子 13299 0:12:04 川東　勇斗 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾊﾔﾄ 久喜市立太東中学校

174 中学生男子 13051 0:12:04 小岩　亮裕 ｺｲﾜ ｱｷﾋﾛ 久喜单中学校

176 中学生男子 13027 0:12:05 利根川 巧磨 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 久喜中陸上部

177 一般女子（高校生・49歳以下） 11125 0:12:06 染谷　美優香 ｿﾒﾔ ﾐﾕｶ

178 中学生男子 13224 0:12:06 ｸﾞｴﾝ　ｺﾝ　ｿﾝ ｸﾞｴﾝ ｺﾝ ｿﾝ 鷲宮中学校

180 中学生女子 14011 0:12:10 阿部 万紘 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ 久喜中学校

179 中学生男子 13056 0:12:10 戸ヶ崎　惠太 ﾄｶﾞｻｷ ｹｲﾀ 久喜单中学校

182 中学生男子 13047 0:12:11 岡島　　輝 ｵｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 久喜单中学校

181 一般男子（50歳代以上） 10039 0:12:11 大嶋 健一 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 日高高根

183 一般女子（高校生・49歳以下） 11108 0:12:12 市川　彩菜 ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾅ 埼玉県立大学

186 中学生女子 14007 0:12:13 尾崎 由依 ｵｻﾞｷ ﾕｲ 久喜中学陸上部

184 中学生男子 13269 0:12:13 田口　凌大朗 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鷲宮西中学校

185 中学生男子 13276 0:12:13 水越　知哉 ﾐｽﾞｺｼ ﾄﾓﾔ 鷲宮西中学校

187 中学生男子 13292 0:12:14 松井　公佑 ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 柏中学校

188 一般女子（高校生・49歳以下） 11107 0:12:15 鏡　莉子 ｶｶﾞﾐ ﾘｺ 越谷西高校

189 中学生男子 13254 0:12:15 山上　理貴 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｷ 鷲宮東中学校

190 中学生男子 13057 0:12:16 冨田　直哉 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 久喜单中学校

191 中学生男子 13050 0:12:18 貴田　俊哉 ｷﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 久喜单中学校

193 中学生女子 14023 0:12:19 中山 桜 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ 久喜中

192 中学生男子 13095 0:12:19 諸喜田　瑞貴 ｼｮｷﾀ ﾐｽﾞｷ 久喜東中学校

194 中学生男子 13172 0:12:20 河田　聖吾 ｶﾜﾀ ｾｲｺﾞ 菖蒲中学校陸上部

195 中学生男子 13115 0:12:21 中里　里緒 ﾅｶｻﾞﾄ ﾘｵ 久喜東中学校

196 中学生男子 13059 0:12:22 山﨑　　樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｷ 久喜单中学校

197 中学生男子 13058 0:12:22 森田　佳月 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾞｷ 久喜单中学校

199 中学生男子 13205 0:12:22 鷲見　拓哉 ｽﾐ ﾀｸﾔ 栗橋東中学校

198 中学生男子 13248 0:12:22 中里　愁飛 ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭｳﾄ 鷲宮東中学校

201 中学生男子 13087 0:12:23 坂田　真之介 ｻｶﾀ ｼﾝﾉｽｹ 久喜東中学校

200 中学生男子 13192 0:12:23 岡田　雄斗 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 栗橋東中学校

202 中学生男子 13079 0:12:24 君島　泰輝 ｷﾐｼﾏ ﾀｲｷ 久喜東中学校

203 中学生男子 13193 0:12:24 小川　大喜 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 栗橋東中学校

204 一般男子（50歳代以上） 10070 0:12:25 松井　孝介 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 掛川愛ＲＵＮ人

205 一般女子（高校生・49歳以下） 11072 0:12:25 山口 彩花 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ 岩槻商業高校

207 中学生男子 13156 0:12:26 鈴木　志音 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 菖蒲中学校サッカー部

206 中学生男子 13242 0:12:26 斎藤　凪杜 ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ 鷲宮東中学校

208 中学生男子 13107 0:12:27 田村　光希 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 久喜東中学校

209 中学生男子 13104 0:12:27 高山　凌嘉 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 久喜東中学校

210 一般男子（50歳代以上） 10024 0:12:28 吉田 寿文 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ リガク

211 中学生男子 13040 0:12:29 清和 悠芽 ｾｲﾜ ﾕｳｶﾞ 久喜中学校

212 一般男子（高校生～49歳以下） 9100 0:12:30 小坂 裕一 ｺｻｶ ﾕｳｲﾁ

213 中学生男子 13125 0:12:30 前田　竜大 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 久喜東中学校

216 中学生女子 14034 0:12:31 中野 智翔 ﾅｶﾉ ﾁｶ 久喜中学校

214 中学生男子 13108 0:12:31 田村　伸介 ﾀﾑﾗ ｼﾝｽｹ 久喜東中学校

215 中学生男子 13209 0:12:31 田村　優護 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 栗橋東中学校

217 中学生男子 13266 0:12:33 島田　拓実 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 鷲宮西中学校

218 中学生男子 13233 0:12:35 前島　康祐 ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 鷲宮中学校

219 中学生男子 13138 0:12:37 渡邊　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 久喜東中学校

220 中学生男子 13207 0:12:37 染谷　捷太 ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ 栗橋東中学校

221 一般女子（高校生・49歳以下） 11090 0:12:38 田口 祥子 ﾀｸﾞﾁ ｻﾁｺ

222 中学生男子 13037 0:12:38 浜多 恵韻 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲﾝ

223 中学生女子 14030 0:12:38 大内 結愛 ｵｵｳﾁ ﾕｲｱ 久喜中学校

224 中学生男子 13218 0:12:39 村松　嵩 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳ 栗橋東中学校

226 中学生男子 13196 0:12:39 川端　遥斗 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 栗橋東中学校

225 中学生男子 13161 0:12:39 比良　琉星 ﾋﾗ ﾘｭｳｾｲ 菖蒲中学校サッカー部

230 中学生女子 14047 0:12:40 甲斐　輝 ｶｲ ﾋｶﾙ 久喜東中学校

227 中学生男子 13199 0:12:40 小島　一真 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 栗橋東中学校

228 中学生男子 13160 0:12:40 長谷川悠斗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 菖蒲中学校サッカー部

229 中学生男子 13164 0:12:40 本橋　礼汰 ﾓﾄﾊｼ ﾚｲﾀ 菖蒲中学校サッカー部

231 中学生男子 13271 0:12:42 玉那覇　友蔵 ﾀﾏﾅﾊ ﾕｳｿﾞｳ 鷲宮西中学校

232 中学生男子 13061 0:12:43 吉澤　　恭 ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳ 久喜单中学校



233 中学生男子 13203 0:12:43 真田　夢大 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 栗橋東中学校

234 中学生女子 14070 0:12:44 井上 栞乃 ｲﾉｳｴ ｶﾉ 太東中学校

235 一般女子（50歳代以上） 12017 0:12:45 山口 まき子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷｺ なんちゃってラン

236 中学生男子 13048 0:12:45 忍田　幸太郎 ｵｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 久喜单中学校

238 中学生女子 14006 0:12:47 藤田 侑佳里 ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾘ 久喜中学校

237 中学生男子 13235 0:12:47 松本　祥太 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 鷲宮中学校

239 一般女子（高校生・49歳以下） 11046 0:12:48 寺村 容子 ﾃﾗﾑﾗ ﾖｳｺ サンシャイン

240 一般女子（50歳代以上） 12008 0:12:48 後閑 文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ なし

242 中学生女子 14018 0:12:49 安齊 千尋 ｱﾝｻﾞｲ ﾁﾋﾛ 久喜中陸上部

241 一般男子（高校生～49歳以下） 9123 0:12:49 坂口 順一郎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京海上ミレア

243 中学生男子 13055 0:12:50 塚野　伊吹 ﾂｶﾉ ｲﾌﾞｷ 久喜单中学校

244 中学生女子 14072 0:12:50 宮本 知佳 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶ 太東中学校

246 中学生男子 13052 0:12:52 小林　侑樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 久喜单中学校

245 一般男子（高校生～49歳以下） 9063 0:12:52 峯 稜一朗 ﾐﾈ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 杉戸高校

247 中学生男子 13143 0:12:53 岩崎　春輝 ｲﾜｻｷ ﾊﾙｷ 菖蒲中学校サッカー部

248 中学生男子 13046 0:12:54 太田　　睦 ｵｵﾀ ﾑﾂﾐ 久喜单中学校

249 中学生男子 13175 0:12:56 中島　輝一 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｲﾁ 菖蒲中学校陸上部

250 一般男子（高校生～49歳以下） 9109 0:12:57 小河原 道之 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾕｷ ミレア競走部

251 一般女子（高校生・49歳以下） 11035 0:12:57 山田 結月 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 久喜北陽高等学校

252 中学生男子 13305 0:12:57 細谷　郁人 ﾎｿﾔ ﾌﾐﾄ 鷲宮中学校

253 中学生男子 13227 0:12:57 須田　真奈浩 ｽﾀﾞ ﾏﾅﾋﾛ 鷲宮中学校

254 中学生男子 13102 0:12:58 関谷　俊太 ｾｷﾔ ｼｭﾝﾀ 久喜東中学校

255 一般女子（高校生・49歳以下） 11054 0:12:59 藤田 翼 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ たまごＲＣ

257 中学生男子 13122 0:12:59 野田　幸佑 ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 久喜東中学校

256 中学生男子 13230 0:12:59 竹田　昂輔 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 鷲宮中学校

258 一般女子（高校生・49歳以下） 11059 0:13:00 戸ヶ崎 真理 ﾄｶﾞｻｷ ﾏﾘ カナガワＲＣ

259 一般男子（高校生～49歳以下） 9008 0:13:01 長谷川　将司 - 山中グループ

260 一般男子（高校生～49歳以下） 9130 0:13:02 吉住 宏紀 ﾖｼｽﾞﾐ ﾋﾛｷ

261 中学生女子 14020 0:13:03 赤城 琴乃 ｱｶｷﾞ ｺﾄﾉ 久喜中学校

262 中学生女子 14119 0:13:03 吉田　ひなな ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾅ 市川市第二中学校

263 中学生男子 13198 0:13:04 楠本　遼祐 ｸｽﾓﾄ ﾘｮｳﾕｳ 栗橋東中学校

264 一般男子（50歳代以上） 10020 0:13:05 須田 惠一 ｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ チーム・ダースー

265 中学生女子 14035 0:13:05 平間 美朱 ﾋﾗﾏ ﾐｱｶ 久喜中学校

266 中学生男子 13188 0:13:06 五十嵐　仁和 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏｻ 栗橋東中学校

267 中学生男子 13078 0:13:07 北尾　悠人 ｷﾀｵ ﾊﾙﾄ 久喜東中学校

268 中学生男子 13126 0:13:07 増田　爽良 ﾏｽﾀﾞ ｿﾗ 久喜東中学校

269 中学生女子 14071 0:13:07 三上 瞬奈 ﾐｶﾐ ﾏﾅ 太東中学校

270 中学生女子 14120 0:13:08 染谷　朊花 ｿﾒﾔ ﾄﾓｶ 市川市第二中学校

271 一般男子（50歳代以上） 10046 0:13:09 深野 健一 ﾌｶﾉ ｹﾝｲﾁ サンケン電気

272 中学生女子 14004 0:13:09 近藤 祐衣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 市川市立第二中学校

273 中学生女子 14003 0:13:10 高野 羅 ﾀｶﾉ ｱﾐ 久喜中陸上部

274 中学生男子 13066 0:13:12 伊藤　光騎 ｲﾄｳ ｺｳｷ 久喜東中学校

275 中学生男子 13195 0:13:12 狩野　恵太 ｶﾉｳ ｹｲﾀ 栗橋東中学校

276 中学生男子 13302 0:13:13 藤田　智也 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 栗橋東中学校

277 一般男子（高校生～49歳以下） 9117 0:13:16 片山 隼一 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

278 中学生男子 13127 0:13:16 松岡　拓未 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 久喜東中学校

279 中学生男子 13060 0:13:17 雪田　朊樹 ﾕｷﾀ ﾄﾓｷ 久喜单中学校

281 一般女子（高校生・49歳以下） 11082 0:13:19 及川 愛梨 ｵｲｶﾜ ｱｲﾘ

282 中学生男子 13017 0:13:19 小池 祥馬 ｺｲｹ ｼｮｳﾏ

280 一般女子（高校生・49歳以下） 11095 0:13:19 武井 美恵子 ﾀｹｲ ﾐｴｺ なんちってラン

283 中学生女子 14049 0:13:20 木村　愛未 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ 久喜東中学校

284 一般女子（高校生・49歳以下） 11097 0:13:21 今井 和子 ｲﾏｲ ｶｽﾞｺ なんちゃってＲ

285 一般男子（高校生～49歳以下） 9111 0:13:22 小林 尚人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ

287 中学生男子 13301 0:13:22 中田　雅也 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 栗橋東中学校

286 中学生男子 13255 0:13:22 山本　凌 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 鷲宮東中学校

289 一般男子（50歳代以上） 10030 0:13:24 萩原 邦男 ﾊｷﾞﾜﾗ ｸﾆｵ 吉村油化学

288 一般男子（高校生～49歳以下） 9180 0:13:24 大橋　雅人 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 久喜東中学校

290 中学生女子 14078 0:13:25 添野　智花 ｿｴﾉ ﾄﾓｶ 菖蒲中学校陸上部

291 中学生男子 13088 0:13:26 沢辺　みなと ｻﾜﾍﾞ ﾐﾅﾄ 久喜東中学校



292 中学生男子 13169 0:13:27 荒井　理玖 ｱﾗｲ ﾘｸ 菖蒲中学校陸上部

293 一般男子（50歳代以上） 10038 0:13:28 竹林 宏 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

294 中学生男子 13069 0:13:28 上野　臣 ｳｴﾉ ｵﾐ 久喜東中学校

295 中学生男子 13064 0:13:29 石﨑　朱羅 ｲｼｻﾞｷ ｼｭﾗ 久喜東中学校

296 中学生女子 14065 0:13:29 長谷川　実有 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕ 久喜東中学校

298 中学生女子 14017 0:13:31 渡辺 茉亜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾉｱ 久喜中学校

297 中学生男子 13094 0:13:31 下山　海斗 ｼﾓﾔﾏ ｶｲﾄ 久喜東中学校

299 一般男子（高校生～49歳以下） 9077 0:13:32 石川 毅 ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ jrei

300 中学生男子 13118 0:13:32 中山　彪冴 ﾅｶﾔﾏ ﾋｮｳｶﾞ 久喜東中学校

301 中学生男子 13111 0:13:32 寺田　智紀 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 久喜東中学校

302 中学生男子 13215 0:13:33 松本　一弥 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 栗橋東中学校

304 中学生男子 13083 0:13:34 小林　敏也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 久喜東中学校

305 中学生男子 13053 0:13:34 鈴木　悠人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 久喜单中学校

303 一般男子（50歳代以上） 10034 0:13:34 河原木 儀蔵 ｶﾜﾗｷﾞ ｷﾞｿﾞｳ 東光高岳

306 中学生男子 13250 0:13:34 成清　敦 ﾅﾘｷﾖ ｱﾂｼ 鷲宮東中学校

308 中学生男子 13137 0:13:35 渡辺　桜々介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｵｽｹ 久喜東中学校

307 一般女子（高校生・49歳以下） 11026 0:13:35 関 彩花 ｾｷ ｻﾔｶ 埼玉県立越谷総合技術高等学校

311 中学生女子 14051 0:13:37 小林　真依 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 久喜東中学校

309 一般女子（高校生・49歳以下） 11023 0:13:37 渡辺 優衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 蓮田松韻高校

310 中学生男子 13253 0:13:37 持村　勇太 ﾓﾁﾑﾗ ﾕｳﾀ 鷲宮東中学校

313 中学生女子 14043 0:13:38 榎本　美貴 ｴﾉﾓﾄ ﾐｷ 久喜東中学校

312 一般女子（高校生・49歳以下） 11057 0:13:38 阿佐 照美 ｱｻ ﾃﾙﾐ 埼玉陸協

314 中学生男子 13201 0:13:40 阪谷　倭 ｻｶﾀﾆ ﾔﾏﾄ 栗橋東中学校

315 一般女子（高校生・49歳以下） 11019 0:13:41 寺内 理絵 ﾃﾗｳﾁ ﾘｴ なし

316 一般男子（高校生～49歳以下） 9133 0:13:42 岡村 和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

317 中学生男子 13304 0:13:42 大洞　雄暉 ｵｵﾎﾞﾗ ﾕｳｷ 菖蒲中学校

319 一般女子（高校生・49歳以下） 11070 0:13:43 高村 梓 ﾀｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 開智未来

318 一般男子（高校生～49歳以下） 9054 0:13:43 工藤 武志 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ 埼玉りそな

320 一般男子（50歳代以上） 10012 0:13:44 深津 章 ﾌｶﾂ ｱｷﾗ あっくんず

321 一般男子（高校生～49歳以下） 9174 0:13:45 奈良　宗典 ﾅﾗ ｿｳｽｹ

322 一般女子（50歳代以上） 12010 0:13:45 深津 明美 ﾌｶﾂ ｱｹﾐ あっくんず

323 一般女子（50歳代以上） 12027 0:13:47 青木 はるみ ｱｵｷ ﾊﾙﾐ

324 中学生女子 14108 0:13:47 平林　月凪 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｷﾅ 栗橋東中学校

325 中学生女子 14031 0:13:48 菊地 結菜 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 久喜中学校

327 中学生男子 13120 0:13:51 庭　佑輝 ﾆﾜ ﾕｳｷ 久喜東中学校

326 一般女子（高校生・49歳以下） 11112 0:13:51 内田　晴花 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 武蔵野銀行久喜支店

328 一般男子（高校生～49歳以下） 9145 0:13:53 中山 弦太 ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ 聖地化久喜ＰＪ

330 一般男子（50歳代以上） 10066 0:13:54 中山　千雅史 ﾅｶﾔﾏ ﾁｶｼ

329 一般男子（高校生～49歳以下） 9066 0:13:54 奥野 潤 ｵｸﾉ ｼﾞｭﾝ 久喜市民ランナー

331 中学生男子 13280 0:13:56 佐藤　潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 久喜ジュニア陸上クラブ

332 中学生女子 14098 0:13:57 秋庭　美空 ｱｷﾊﾞ ﾐｿﾗ 栗橋東中学校

333 一般男子（高校生～49歳以下） 9052 0:13:58 田島 雄一 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 無所属

335 中学生男子 13092 0:13:59 島田　侑輝 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 久喜東中学校

334 中学生男子 13044 0:13:59 稲生　愼一 ｲﾅｵ ｼﾝｲﾁ 久喜单中学校

337 中学生女子 14019 0:14:01 田端 智佳 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓｶ 久喜中学校

336 中学生女子 14083 0:14:01 増子　碧 ﾏｼｺ ｱｵｲ 菖蒲中学校陸上部

338 一般男子（高校生～49歳以下） 9127 0:14:04 江頭 英真 ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ

339 中学生女子 14091 0:14:05 千葉琴乃 ﾁﾊﾞｺﾄﾉ 菖蒲单中学校

340 中学生女子 14103 0:14:06 篠崎　さやか ｼﾉｻﾞｷ ｻﾔｶ 栗橋東中学校

341 中学生男子 13190 0:14:09 内田　太陽 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 栗橋東中学校

342 一般男子（高校生～49歳以下） 9126 0:14:11 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

343 中学生男子 13200 0:14:13 齊藤　正輝 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 栗橋東中学校

344 中学生女子 14112 0:14:15 二宮　由佳 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｶ 久喜中学校陸上部

345 一般女子（高校生・49歳以下） 11102 0:14:17 古橋 香代子 ﾌﾙﾊｼ ｶﾖｺ

346 中学生男子 13085 0:14:17 斉藤　正己 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 久喜東中学校

347 中学生女子 14096 0:14:17 長谷川凜 ﾊｾｶﾞﾜﾘﾘ 菖蒲单中学校

348 中学生男子 13123 0:14:18 平井　元太 ﾋﾗｲ ｹﾞﾝﾀ 久喜東中学校

349 一般男子（高校生～49歳以下） 9152 0:14:19 藤木 啓 ﾌｼﾞｷ ｹｲ

350 中学生女子 14086 0:14:19 飯塚真優 ｲｲﾂﾞｶﾏﾋﾛ 菖蒲单中学校



352 中学生女子 14014 0:14:21 亀田 ソニカ ｶﾒﾀﾞ ｿﾆｶ 久喜中学校

351 一般男子（高校生～49歳以下） 9004 0:14:21 小林　勝太 - 山中グループ

353 一般男子（高校生～49歳以下） 9069 0:14:22 鳥海 陽介 ﾄﾘｳﾐ ﾖｳｽｹ 無し

354 中学生女子 14073 0:14:25 岩﨑　沙来 ｲﾜｻｷ ｻﾗ 菖蒲中学校陸上部

355 一般男子（高校生～49歳以下） 9051 0:14:26 渡辺 克彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 橋本総業

356 中学生男子 13159 0:14:27 臺　壮汰 ﾀﾞｲ ｿｳﾀ 菖蒲中学校サッカー部

357 中学生女子 14015 0:14:29 笈沼 美音 ｵｲﾇﾏ ﾐｵﾝ 栗橋西中学校

358 中学生男子 13187 0:14:31 秋元　健太郎 ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 栗橋東中学校

359 中学生男子 13243 0:14:31 島田　匠 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 鷲宮東中学校

361 一般女子（高校生・49歳以下） 11058 0:14:32 青木 史菜 ｱｵｷ ﾌﾐﾅ

360 一般男子（高校生～49歳以下） 9155 0:14:32 駒　拓実 ｺﾏ ﾀｸﾐ 久喜特別支援学校高２

362 中学生女子 14100 0:14:32 一條　日向子 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾅｺ 栗橋東中学校

363 中学生女子 14110 0:14:33 丸山　佳澄 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾐ 栗橋東中学校

364 一般男子（高校生～49歳以下） 9134 0:14:34 栗原 拓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ

365 一般女子（50歳代以上） 12018 0:14:36 北山 令子 ｷﾀﾔﾏ ﾚｲｺ

366 中学生男子 13013 0:14:36 阿部 光佑 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 鷲宮西中

367 中学生女子 14033 0:14:37 冨澤 杏美 ﾄﾐｻﾞﾜ ｱﾐ 久喜中学校

368 一般男子（高校生～49歳以下） 9033 0:14:38 大作　友憲 - 山中グループ

369 中学生女子 14109 0:14:41 藤井　美那 ﾌｼﾞｲ ﾐﾅ 栗橋東中学校

370 中学生女子 14022 0:14:42 中井 彩友美 ﾅｶｲ ｱﾕﾐ

371 中学生男子 13035 0:14:43 杉村 知宏 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 陸上部

373 中学生女子 14029 0:14:44 新井 千晴 ｱﾗｲ ﾁﾊﾙ 久喜中学校

372 中学生男子 13166 0:14:44 山田　夏也 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾔ 菖蒲中学校サッカー部

374 一般男子（高校生～49歳以下） 9028 0:14:45 髙野　雄太 - 山中グループ

375 一般男子（高校生～49歳以下） 9027 0:14:45 山中　玲雄 - 山中グループ

376 一般男子（50歳代以上） 10054 0:14:46 坂本 龍一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

378 中学生女子 14001 0:14:46 酒井 智悠 ｻｶｲ ﾁﾊﾙ 開智中学校

377 中学生男子 13262 0:14:46 荻野　士織 ｵｷﾞﾉ ｼｵﾘ 鷲宮西中学校

379 一般男子（高校生～49歳以下） 9135 0:14:48 佐藤 瞬 ｻﾄｳ ｼｭﾝ かざん園ＲＣ

380 中学生男子 13114 0:14:48 中川　康祐 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 久喜東中学校

381 中学生男子 13110 0:14:48 長　晴輝 ﾁｮｳ ﾊﾙｷ 久喜東中学校

383 中学生女子 14067 0:14:48 本田　麗愛 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲｱ 久喜東中学校

382 中学生男子 13157 0:14:48 鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 菖蒲中学校サッカー部

384 中学生男子 13150 0:14:49 菊地　将弘 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ 菖蒲中学校サッカー部

385 中学生男子 13049 0:14:50 河野　　蓮 ｶﾜﾉ ﾚﾝ 久喜单中学校

386 一般女子（高校生・49歳以下） 11045 0:14:51 杉山 純子 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ なんちゃってRUN

387 一般男子（高校生～49歳以下） 9043 0:14:54 中田　貴浩 - ㈱ショーモン

388 一般女子（高校生・49歳以下） 11039 0:14:54 奈良 芽美 ﾅﾗ ﾒｸﾞﾐ 大日本印刷

389 一般女子（50歳代以上） 12021 0:14:55 江原 りつ子 ｴﾊﾗ ﾘﾂｺ チームかとくま

390 中学生女子 14056 0:14:56 須齋　凜 ｽｻｲ ﾘﾝ 久喜東中学校

391 中学生女子 14044 0:14:56 大谷　涼葉 ｵｵﾀﾆ ｽｽﾞﾊ 久喜東中学校

392 中学生男子 13142 0:15:04 池上　晃敏 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾄ 菖蒲中学校サッカー部

393 中学生男子 13256 0:15:06 渡邊　隼輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 鷲宮東中学校

394 一般男子（高校生～49歳以下） 9171 0:15:07 竹見　成弘 ﾀｹﾐ ﾅﾘﾋﾛ 武蔵野銀行久喜支店

395 中学生男子 13252 0:15:07 藤原　拓真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ 鷲宮東中学校

396 中学生男子 13015 0:15:07 杉森 朝日 ｽｷﾞﾓﾘ ｱｻﾋ 鷲宮東中学校

397 一般男子（50歳代以上） 10021 0:15:08 樋口 寛 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 大日本印刷

398 一般女子（高校生・49歳以下） 11017 0:15:11 西村 美槻 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂｷ 社会人

399 中学生男子 13239 0:15:11 遠藤　結太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 鷲宮東中学校

401 中学生男子 13063 0:15:12 安藤　直士 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 久喜東中学校

400 中学生男子 13247 0:15:12 栃澤　昌太 ﾄﾁｻﾜ ｼｮｳﾀ 鷲宮東中学校

402 中学生男子 13148 0:15:16 金子　昌樹 ｶﾈｺ ﾏｻｷ 菖蒲中学校サッカー部

403 中学生男子 13121 0:15:17 野口　文詩 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾞﾝｼﾞ 久喜東中学校

404 中学生女子 14079 0:15:18 中庭　愛美 ﾅｶﾆﾜ ﾏﾅﾐ 菖蒲中学校陸上部

405 一般男子（高校生～49歳以下） 9003 0:15:19 今　将人 - 山中グループ

406 一般男子（50歳代以上） 10022 0:15:20 亀岡 和裕 ｶﾒｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 無

407 一般女子（高校生・49歳以下） 11110 0:15:23 栗原　亜希子 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｺ

408 中学生女子 14058 0:15:23 関口　彩貴 ｾｷｸﾞﾁ ｻｷ 久喜東中学校

409 一般男子（50歳代以上） 10031 0:15:24 三宮 正弘 ﾐﾂﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ 埼玉マスターズ



410 一般男子（高校生～49歳以下） 9087 0:15:26 佐藤 佑紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ

411 中学生男子 13113 0:15:26 内藤　剛 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳ 久喜東中学校

412 中学生男子 13167 0:15:26 渡部　桜弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｻｸﾔ 菖蒲中学校サッカー部

413 一般女子（高校生・49歳以下） 11093 0:15:28 千葉 富士子 ﾁﾊﾞ ﾌｼﾞｺ

415 一般男子（高校生～49歳以下） 16037 0:15:29 高木 悠二朗 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 三箇小

414 一般男子（高校生～49歳以下） 9058 0:15:29 星 圭哉 ﾎｼ ｹｲﾔ 昱株式会社

417 中学生男子 13097 0:15:30 鈴木　心 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 久喜東中学校

416 中学生男子 13229 0:15:30 田口　秀明 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 鷲宮中学校

418 中学生男子 13162 0:15:32 藤　亜友人 ﾌｼﾞ ｱﾕﾄ 菖蒲中学校サッカー部

419 中学生男子 13076 0:15:33 金子　将大 ｶﾈｺ ｿｳﾀ 久喜東中学校

420 一般女子（高校生・49歳以下） 11071 0:15:34 須永 夏子 ｽﾅｶﾞ ﾅﾂｺ のらちゃんず

421 中学生男子 13153 0:15:34 斉藤　友輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 菖蒲中学校サッカー部

422 中学生男子 13234 0:15:35 前嶋　颯汰 ﾏｴｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鷲宮中学校

423 一般女子（高校生・49歳以下） 11094 0:15:36 矢作 好花 ﾔﾊｷﾞ ﾐｶ

424 一般男子（高校生～49歳以下） 9005 0:15:37 中山　明典 - 山中グループ

425 一般男子（高校生～49歳以下） 9110 0:15:38 上田 涼 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ

426 中学生男子 13151 0:15:38 北原　波月 ｷﾀﾊﾗ ﾊｽﾞｷ 菖蒲中学校サッカー部

427 一般男子（高校生～49歳以下） 9060 0:15:39 町田 裕隆 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 埼玉りそな銀行

428 中学生男子 13154 0:15:39 齋藤　蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 菖蒲中学校サッカー部

429 中学生女子 14092 0:15:39 千葉咲 ﾁﾏｻｸﾗ 菖蒲单中学校

431 一般女子（高校生・49歳以下） 11101 0:15:40 太田 里子 ｵｵﾀ ｻﾄｺ

430 一般男子（50歳代以上） 10010 0:15:40 川村 剛 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ スタップサービス

432 一般男子（50歳代以上） 10063 0:15:41 酒井　春雄 ｻｶｲ ﾊﾙｵ 久喜市立江面第一小学校

433 中学生男子 13303 0:15:41 松本　崚 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 菖蒲中学校サッカー部

434 中学生女子 14076 0:15:41 大野　ひかる ｵｵﾉ ﾋｶﾙ 菖蒲中学校陸上部

435 一般男子（高校生～49歳以下） 9169 0:15:43 中島　茂久 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾋｻ

436 一般男子（高校生～49歳以下） 9137 0:15:47 染谷 泉里 ｿﾒﾔ ｾﾝﾘ

437 一般女子（高校生・49歳以下） 11080 0:15:48 小林 麻奈美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ

438 一般女子（高校生・49歳以下） 11008 0:15:51 大原 夕佳 ｵｵﾊﾗ ﾕｶ ティップネス久喜

439 一般男子（50歳代以上） 10047 0:15:53 常川 与四男 ﾂﾈｶﾜ ﾖｼｦ

440 一般女子（50歳代以上） 12030 0:15:53 水口 祐美子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕﾐｺ

441 一般女子（50歳代以上） 12022 0:15:54 葛籠 弥生 ﾂﾂﾞﾗ ﾔﾖｲ チームかとくま

442 一般女子（50歳代以上） 12035 0:15:57 市川　キミ子 ｲﾁｶﾜ ｷﾐｺ アーリーバード

443 中学生男子 13071 0:15:57 戎本　賢人 ｴﾋﾞｽﾓﾄ ｹﾝﾄ 久喜東中学校

444 一般男子（高校生～49歳以下） 9151 0:15:59 鈴木 大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

445 中学生女子 14075 0:16:00 大澤　優菜 ｵｵｻﾜ ﾕﾅ 菖蒲中学校陸上部

446 一般男子（高校生～49歳以下） 9108 0:16:02 白鳥 賢一郎 ｼﾗﾄﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 春日部ＥＲＣ

447 一般男子（50歳代以上） 10062 0:16:04 横尾　清信 ﾖｺｵ ｾｲｼﾝ

449 中学生女子 14063 0:16:06 中島　佳音 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 久喜東中学校

450 中学生女子 14048 0:16:06 神山　彩以 ｶﾐﾔﾏ ｱｲ 久喜東中学校

448 一般男子（高校生～49歳以下） 9116 0:16:06 田邉 順和 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 佐々木記念Ｃ

451 一般男子（高校生～49歳以下） 9053 0:16:09 佐藤 亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 会社員

452 中学生男子 13100 0:16:09 ズッシ　怜旺 ｽﾞｯｼ ﾚｵ 久喜東中学校

455 一般男子（高校生～49歳以下） 9132 0:16:10 半田 達也 ﾊﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ エフテック

456 中学生女子 14080 0:16:10 初山　心咲 ﾊﾂﾔﾏ ﾐｻｷ 菖蒲中学校陸上部

453 一般男子（高校生～49歳以下） 9165 0:16:10 江森　祐貴 ｴﾓﾘ ﾕｳｷ 武蔵野銀行久喜支店

454 一般男子（高校生～49歳以下） 9168 0:16:10 関根　研詞 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ 武蔵野銀行久喜支店

457 一般男子（50歳代以上） 10057 0:16:11 井出　廣久 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾋｻ

458 中学生男子 13074 0:16:11 賀嶋　悠稀 ｶｼﾏ ﾕｳｷ 久喜東中学校

459 中学生女子 14081 0:16:11 福島　瑞貴 ﾌｸｼﾏ ﾐｽﾞｷ 菖蒲中学校陸上部

460 一般男子（高校生～49歳以下） 9044 0:16:16 関本　信洋 - ㈱ショーモン

461 中学生男子 13131 0:16:16 宮川　尚 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 久喜東中学校

463 一般女子（高校生・49歳以下） 11037 0:16:17 森 美幸 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 久喜市立栗橋小学校

462 一般男子（50歳代以上） 10045 0:16:17 阿部 耕平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 久喜支店

464 中学生男子 13099 0:16:17 鈴木　遥翔 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 久喜東中学校

465 一般女子（高校生・49歳以下） 11121 0:16:18 神田　くらら ｶﾝﾀﾞ ｸﾗﾗ みずほ銀行

467 一般女子（50歳代以上） 12019 0:16:19 宮澤 玲子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚｲｺ

466 一般男子（高校生～49歳以下） 9179 0:16:19 中戸　聖佳 ﾅｶﾄ ﾏｻﾖｼ みずほ銀行

468 一般男子（50歳代以上） 10088 0:16:21 稲葉　隆則 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ



469 中学生男子 13135 0:16:21 吉田　聡輝 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｷ 久喜東中学校

470 中学生男子 13165 0:16:21 矢部　駿 ﾔﾍﾞ ｼｭﾝ 菖蒲中学校サッカー部

471 中学生男子 13141 0:16:22 青木　大成 ｱｵｷ ﾋﾛﾅﾘ 菖蒲中学校サッカー部

472 一般男子（高校生～49歳以下） 9024 0:16:23 江森　仁 - 山中グループ

473 中学生女子 14074 0:16:23 大久保　天寿 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝｼﾞｭ 菖蒲中学校陸上部

474 一般女子（高校生・49歳以下） 11048 0:16:24 尾崎 聡子 ｵｻﾞｷ ｻﾄｺ てとっ子ＲＣ

475 一般男子（高校生～49歳以下） 9129 0:16:26 山崎 俊彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ

476 中学生男子 13240 0:16:26 神野　陽生 ｺｳﾉ ﾋﾅｾ 鷲宮東中学校

477 中学生男子 13237 0:16:26 内野　翔 ｳﾁﾉ ﾂﾊﾞｻ 鷲宮東中学校

478 中学生男子 13244 0:16:26 須賀　楓太 ｽｶﾞ ﾌｳﾀ 鷲宮東中学校

479 中学生女子 14097 0:16:28 青木　優和 ｱｵｷ ﾕｳﾅ 栗橋東中学校

480 中学生女子 14089 0:16:29 唐沢菜那 ｶﾗｻﾜﾅﾅ 菖蒲单中学校

481 中学生女子 14093 0:16:29 東條あずみ ﾄｳｼﾞｮｳｱｽﾞﾐ 菖蒲单中学校

482 一般女子（50歳代以上） 12023 0:16:30 小川 広子 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｺ

483 中学生男子 13098 0:16:30 鈴木　隆広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 久喜東中学校

484 中学生女子 14062 0:16:31 竹内　琴音 ﾀｹｳﾁ ｺﾄﾈ 久喜東中学校

485 一般女子（高校生・49歳以下） 11053 0:16:33 藤田 真理子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ たまごＲＣ

486 中学生男子 13075 0:16:37 樫山　蒼大 ｶｼﾔﾏ ｿｳﾀ 久喜東中学校

487 中学生男子 13238 0:16:38 内堀　陽平 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾍｲ 鷲宮東中学校

488 一般男子（高校生～49歳以下） 9064 0:16:40 小武海 亮 ｺﾌﾞｶｲ ﾘｮｳ 無所属

489 一般男子（高校生～49歳以下） 9136 0:16:42 小松 裕生 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ

490 一般男子（高校生～49歳以下） 9034 0:16:43 坂本　友秋 - 山中グループ

492 一般女子（高校生・49歳以下） 11012 0:16:44 源田 あかね ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｶﾈ

491 一般男子（高校生～49歳以下） 9041 0:16:44 上原　健太郎 - 山中グループ

494 中学生男子 13129 0:16:46 三浦　涼雅 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ 久喜東中学校

493 一般女子（高校生・49歳以下） 11001 0:16:46 山中　美幸 - 山中グループ

497 中学生男子 13068 0:16:47 岩﨑　龍人 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｼﾞﾝ 久喜東中学校

499 中学生女子 14105 0:16:47 津田　和香奈 ﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ 栗橋東中学校

496 中学生男子 13171 0:16:47 大友　省岳 ｵｵﾄﾓ ﾐﾀｶ 菖蒲中学校陸上部

498 中学生男子 13170 0:16:47 岩戸　魁里 ｲﾜﾄ ｶｲﾘ 菖蒲中学校陸上部

495 中学生男子 13236 0:16:47 岩岬　玲央 ｲﾜｻｷ ﾚｵ 鷲宮東中学校

500 中学生女子 14046 0:16:48 小川　彩奈 ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 久喜東中学校

501 中学生女子 14041 0:16:48 今井　萌香 ｲﾏｲ ﾓｴｶ 久喜東中学校

502 中学生女子 14057 0:16:49 鈴木　優心 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 久喜東中学校

503 中学生女子 14039 0:16:49 石井　若菜 ｲｼｲ ﾜｶﾅ 久喜東中学校

504 中学生女子 14066 0:16:49 早坂　織羽 ﾊﾔｻｶ ｵﾘﾊ 久喜東中学校

505 一般男子（高校生～49歳以下） 9093 0:16:51 荻島 大介 ｵｷﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ

507 中学生女子 14052 0:16:51 小林　未来 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 久喜東中学校

508 中学生女子 14042 0:16:51 岩渕　朱莉 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｶﾘ 久喜東中学校

506 一般男子（高校生～49歳以下） 9019 0:16:51 尾崎　彰吾 - 山中グループ

510 中学生女子 14064 0:16:52 中島　知香 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 久喜東中学校

511 中学生女子 14055 0:16:52 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 久喜東中学校

509 一般男子（高校生～49歳以下） 9163 0:16:52 大谷　真之 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 武蔵野銀行久喜支店

512 中学生男子 13152 0:16:53 絹谷　聡生 ｷﾇﾔ ｿｳｾｲ 菖蒲中学校サッカー部

513 中学生男子 13246 0:16:54 土屋　柊樹 ﾂﾁﾔ ｼｭｳｷ 鷲宮東中学校

514 一般女子（高校生・49歳以下） 11025 0:16:55 住田 奈穂 ｽﾐﾀﾞ ﾅﾎ 埼玉りそな銀行

515 中学生女子 14082 0:16:55 堀部　彩里 ﾎﾘﾍﾞ ｱﾔﾘ 菖蒲中学校陸上部

516 一般女子（高校生・49歳以下） 11066 0:16:56 九町 幹 ｸﾁｮｳ ﾐｷ ノースウエスト

517 一般男子（高校生～49歳以下） 9183 0:16:57 伊藤　龍矢 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 武蔵野銀行久喜支店

518 一般女子（高校生・49歳以下） 11034 0:16:58 杉本 美海 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾐ 社会福祉法人いちいの会くすのき

519 一般女子（高校生・49歳以下） 11116 0:16:59 源田　りえ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾘｴ

522 一般女子（高校生・49歳以下） 11036 0:17:00 須田 里美 ｽﾀﾞ ｻﾄﾐ チーム・ダースー

520 一般男子（高校生～49歳以下） 9013 0:17:00 大久保　芳秋 - 山中グループ

521 一般男子（50歳代以上） 10058 0:17:00 阿部　孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島荒井完走会

523 一般男子（高校生～49歳以下） 9102 0:17:01 笈沼 忠行 ｵｲﾇﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ

525 一般男子（50歳代以上） 10084 0:17:02 藤原　博美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ

524 一般男子（高校生～49歳以下） 9074 0:17:02 青木 繁 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ 久喜市役所

526 一般男子（50歳代以上） 10075 0:17:05 山崎　幸雄 ﾔﾏｻｷ ﾕｷｵ

528 中学生男子 13106 0:17:06 武井　快利 ﾀｹｲ ｶｲﾘ 久喜東中学校



527 一般男子（高校生～49歳以下） 9170 0:17:06 藤本　悠暉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 武蔵野銀行久喜支店

529 一般男子（高校生～49歳以下） 9106 0:17:07 加藤 大宗 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑﾈ

530 一般男子（高校生～49歳以下） 2326 0:17:07 田之口 徹 ﾀﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

531 一般女子（高校生・49歳以下） 11114 0:17:07 高橋　由希 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ はなかいどう

532 中学生男子 13070 0:17:08 宇田川　萌 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 久喜東中学校

533 一般男子（50歳代以上） 10079 0:17:09 大久保　康文 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾌﾐ

534 中学生男子 13136 0:17:09 若沢　航希 ﾜｶｻﾜ ｺｳｷ 久喜東中学校

535 一般男子（50歳代以上） 10023 0:17:10 森川 鏡一 ﾓﾘｶﾜ ｷﾖｳｲﾁ 池の台走友会

536 一般女子（50歳代以上） 12020 0:17:11 添野 まり子 ｿｴﾉ ﾏﾘｺ チョー気持ちい

537 一般男子（高校生～49歳以下） 9042 0:17:12 大島　勉 - 山中グループ

538 一般男子（高校生～49歳以下） 9014 0:17:14 宇佐美　光寿 - 山中グループ

539 一般男子（高校生～49歳以下） 9175 0:17:14 細川　隼 ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 春日部工業高校

540 一般女子（50歳代以上） 12036 0:17:16 宮木　武子 ﾐﾔｷ ﾀｹｺ

542 一般女子（高校生・49歳以下） 11105 0:17:18 坂井　美瑠 ｻｶｲ ﾐﾙ

541 一般男子（高校生～49歳以下） 9173 0:17:18 丸山　洋 - 久喜特別支援学校

543 中学生女子 14102 0:17:19 椎名　楓音 ｼｲﾅ ｶﾉﾝ 栗橋東中学校

544 一般男子（高校生～49歳以下） 9142 0:17:20 折原 正義 ｵﾘﾊﾗ ﾏｻﾖｼ

546 一般男子（50歳代以上） 10073 0:17:20 加藤　滋 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾙ

545 一般男子（高校生～49歳以下） 9002 0:17:20 髙松　勝 - 山中グループ

547 中学生女子 14087 0:17:20 遠藤凜佳 ｴﾝﾄﾞｳﾘﾝｶ 菖蒲单中学校

548 一般女子（高校生・49歳以下） 11044 0:17:22 酒井 早紀 ｻｶｲ ｻｷ なし

549 一般男子（高校生～49歳以下） 9018 0:17:24 小泉　佑介 - 山中グループ

550 一般男子（高校生～49歳以下） 9026 0:17:24 奈良　政騎 - 山中グループ

551 一般女子（高校生・49歳以下） 11004 0:17:24 大熊　真理 - 山中グループ

553 一般女子（高校生・49歳以下） 11104 0:17:26 有井　啓子 ｱﾘｲ ｹｲｺ

552 一般女子（高校生・49歳以下） 11096 0:17:26 井上 絵美 ｲﾉｳｴ ｴﾐ エフテック

554 中学生女子 14095 0:17:27 野本莉彩子 ﾉﾓﾄﾘｻｺ 菖蒲单中学校

555 中学生女子 14094 0:17:27 外山真空 ﾄﾔﾏｿﾗ 菖蒲单中学校

556 一般男子（高校生～49歳以下） 9147 0:17:28 小島 卓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ

558 一般女子（高校生・49歳以下） 11077 0:17:28 玉井 碧 ﾀﾏｲ ﾐﾄﾞﾘ

557 一般男子（高校生～49歳以下） 9016 0:17:28 木村　真人 - 山中グループ

559 一般男子（高校生～49歳以下） 9036 0:17:29 福本　祐希 - 山中グループ

560 一般女子（高校生・49歳以下） 11022 0:17:30 関口 智子 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｺ Run ?Run

562 一般女子（50歳代以上） 12011 0:17:31 渡邉 恭子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ Run Run

561 一般男子（高校生～49歳以下） 9006 0:17:31 足利　淳 - 山中グループ

563 一般男子（高校生～49歳以下） 9083 0:17:32 藤田 茂治 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾊﾙ りすたーと

564 一般女子（50歳代以上） 12016 0:17:33 武井 節子 ﾀｹｲ ｾﾂｺ なし

566 一般女子（高校生・49歳以下） 11115 0:17:34 等々力　舞子 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾏｲｺ

567 一般女子（高校生・49歳以下） 11065 0:17:34 春日 彩 ｶｽｶﾞ ｱﾔ

565 一般男子（高校生～49歳以下） 9096 0:17:34 熊木 清孝 ｸﾏｷ ｷﾖﾀｶ 東光高岳

568 一般男子（高校生～49歳以下） 9075 0:17:35 恒松 勇治 ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 久喜市

569 中学生男子 13145 0:17:35 陸　広樹 ｵｶ ﾋﾛｷ 菖蒲中学校サッカー部

570 一般女子（高校生・49歳以下） 11068 0:17:36 山本 めぐみ ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

571 中学生男子 13147 0:17:36 岡野　草太 ｵｶﾉ ｿｳﾀ 菖蒲中学校サッカー部

572 中学生男子 13144 0:17:36 遠藤　玄大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀ 菖蒲中学校サッカー部

574 一般男子（50歳代以上） 10072 0:17:37 仲村　薫 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ

573 一般男子（高校生～49歳以下） 9079 0:17:37 戸張 慶一 ﾄﾊﾞﾘ ﾉﾘｶｽﾞ （株）ｻﾝ精密化工研究所

575 中学生男子 13174 0:17:37 中里　羽空 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊｸ 菖蒲中学校陸上部

576 一般女子（高校生・49歳以下） 11043 0:17:38 菅原 直子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵｺ 会社員

578 一般男子（50歳代以上） 10087 0:17:39 桜井　祐一郎 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

579 一般女子（高校生・49歳以下） 11122 0:17:39 伊藤　綾 ｲﾄｳ ｱﾔ

577 一般男子（高校生～49歳以下） 9072 0:17:39 篠田 健太 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ なし

580 中学生女子 14059 0:17:39 関根　摩奈 ｾｷﾈ ﾏﾅ 久喜東中学校

581 中学生女子 14045 0:17:39 大塚　希々花 ｵｵﾂｶ ﾉﾉｶ 久喜東中学校

582 中学生女子 14068 0:17:39 町田　莉沙 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｻ 久喜東中学校

583 中学生男子 13093 0:17:40 島村　輝 ｼﾏﾑﾗ ﾋｶﾙ 久喜東中学校

584 一般男子（高校生～49歳以下） 9181 0:17:41 奈良　晴夫 -

585 中学生女子 14002 0:17:42 長谷川 茉以 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ 鷲宮西中学校

586 一般女子（高校生・49歳以下） 11033 0:17:43 齋藤 貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 社会福祉法人いちいの会くすのき



587 中学生女子 14085 0:17:48 ライムンジ　ミキコ ﾗｲﾑﾝｼﾞ ﾐｷｺ 菖蒲中学校陸上部

588 一般女子（高校生・49歳以下） 11117 0:17:50 井端　和美 ｲﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ （株）みずほ銀行

589 一般男子（高校生～49歳以下） 9101 0:17:55 竹内 二郎 ﾀｹｳﾁ ｼﾞﾛｳ

590 一般女子（50歳代以上） 12039 0:17:57 奈良　由美子 ﾅﾗ ﾕﾐｺ

591 中学生女子 14084 0:17:59 山田　結生 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 菖蒲中学校陸上部

592 中学生女子 14077 0:17:59 鈴木　渚 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ 菖蒲中学校陸上部

593 一般男子（50歳代以上） 10002 0:18:01 片貝　正明 - 山中グループ

594 一般男子（高校生～49歳以下） 9166 0:18:03 小嶋　慎平 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 武蔵野銀行久喜支店

595 一般男子（高校生～49歳以下） 9070 0:18:04 大熊 宏彰 ｵｵｸﾏ ﾋﾛｱｷ 久喜市

596 一般男子（高校生～49歳以下） 9071 0:18:04 野村 尚久 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋｻ 久喜市

597 一般男子（50歳代以上） 10027 0:18:06 小川 和彦 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

598 一般女子（50歳代以上） 12037 0:18:06 畑中　たい子 ﾊﾀﾅｶ ﾀｲｺ

599 中学生男子 13251 0:18:06 野尻　悠生 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳ 鷲宮東中学校

600 中学生男子 13245 0:18:06 鷹屋敷　航平 ﾀｶﾔｼｷ ｺｳﾍｲ 鷲宮東中学校

601 一般女子（高校生・49歳以下） 11032 0:18:07 桑原 彩子 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔｺ 社会人

602 一般男子（高校生～49歳以下） 9017 0:18:09 関口　直人 - 山中グループ

603 一般女子（50歳代以上） 12026 0:18:10 水野 佳津子 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂｺ

604 一般男子（50歳代以上） 10083 0:18:13 関口　義隆 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

605 一般男子（50歳代以上） 10085 0:18:15 吉川　俊彦 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾋｺ

606 中学生男子 13081 0:18:17 小島　彪太 ｺｼﾞﾏ ﾋｮｳﾀ 久喜東中学校

607 一般女子（高校生・49歳以下） 11087 0:18:18 関 幸子 ｾｷ ｻﾁｺ

608 一般女子（50歳代以上） 12033 0:18:22 新井 京子 ｱﾗｲ ｷｮｳｺ

609 一般女子（50歳代以上） 12009 0:18:26 柴崎 明美 ｼﾊﾞｻｷ ｱｹﾐ

610 一般男子（高校生～49歳以下） 9032 0:18:27 新井 　昌美 - 山中グループ

611 一般男子（50歳代以上） 10008 0:18:31 緒方 信男 ｵｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｵ 会社員

612 一般女子（高校生・49歳以下） 11013 0:18:31 高松 知子 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓｺ 会社員

613 一般女子（50歳代以上） 12038 0:18:32 菅沼　静枝 ｽｶﾞﾇﾏ ｼｽﾞｴ 杉戸走友会

614 一般女子（高校生・49歳以下） 11029 0:18:34 竹澤 明日香 ﾀｹｻﾞﾜ ｱｽｶ 埼玉りそな銀行

615 一般男子（高校生～49歳以下） 9048 0:18:37 黒木 直弥 ｸﾛｷ ﾅｵﾔ 橋本総業㈱

616 一般男子（高校生～49歳以下） 9023 0:18:39 遠藤　昭雄 - 山中グループ

617 一般男子（高校生～49歳以下） 9035 0:18:40 中田　智 - 山中グループ

618 一般男子（50歳代以上） 10053 0:18:46 内田 一 ｳﾁﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ クラリオン

619 一般男子（50歳代以上） 10068 0:18:48 斉藤　正夫 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ ランＵ会

620 一般女子（50歳代以上） 12040 0:18:51 相馬　和代 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾖ

621 一般男子（高校生～49歳以下） 9007 0:18:52 海原　隆寿 - 山中グループ

622 一般男子（50歳代以上） 10019 0:18:53 立原 栄二 ﾀﾁﾊﾗ ｴｲｼﾞ ヒッポ

623 一般女子（高校生・49歳以下） 11049 0:18:54 高橋 裕見子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ りすたーと

625 一般男子（高校生～49歳以下） 9082 0:18:55 居馬 大祐 ｲﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ りすたーと

624 一般男子（高校生～49歳以下） 9021 0:18:55 田端　一城 - 山中グループ

626 一般女子（高校生・49歳以下） 11021 0:18:56 國司 えり子 ｸﾆｼ ｴﾘｺ 埼玉りそな銀行

627 中学生男子 13149 0:18:56 川島　淳史 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ 菖蒲中学校サッカー部

628 一般女子（高校生・49歳以下） 11056 0:19:02 大橋 幸恵 ｵｵﾊｼ ｻﾁｴ

629 一般男子（高校生～49歳以下） 9056 0:19:03 小松 大 ｺﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ 埼玉りそな

630 一般女子（高校生・49歳以下） 11055 0:19:06 原田 慈 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 橋本総業（株）

632 一般女子（高校生・49歳以下） 11126 0:19:09 岡村　真彩 -

631 一般女子（高校生・49歳以下） 11111 0:19:09 角田　香里 ﾂﾉﾀﾞ ｶｵﾘ 武蔵野銀行久喜支店

633 一般女子（高校生・49歳以下） 11078 0:19:10 黒川 恵子 ｸﾛｶﾜ ｹｲｺ

634 一般男子（50歳代以上） 10059 0:19:11 宮本　敏郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｵ 鳩走会

635 一般女子（高校生・49歳以下） 11120 0:19:12 七尾　麻実 ﾅﾅｵ ﾏﾐ みずほ銀行

636 一般男子（高校生～49歳以下） 9020 0:19:13 中島　政人 - 山中グループ

637 一般男子（高校生～49歳以下） 9154 0:19:14 広瀬　智行 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾕｷ

638 一般男子（50歳代以上） 10011 0:19:15 竹内 尚彦 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾋｺ （株）ウインスター

639 一般男子（高校生～49歳以下） 9010 0:19:16 都築　勝則 - 山中グループ

640 一般男子（高校生～49歳以下） 9124 0:19:17 田中 俊一 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｲﾁ

641 一般男子（50歳代以上） 10077 0:19:18 木﨑　郁夫 ｷｻﾞｷ ｲｸｵ

642 一般女子（高校生・49歳以下） 11062 0:19:19 宇田 悠紀 ｳﾀ ﾕｷ 埼玉りそな銀行

643 一般男子（高校生～49歳以下） 9022 0:19:20 田端　雅也 - 山中グループ

645 中学生女子 14005 0:19:23 添野 瑞稀 ｿｴﾉ ﾐｽﾞｷ 久喜市立菖蒲中学校

644 一般女子（高校生・49歳以下） 11031 0:19:23 羽兼 悠貴 ﾊｶﾞﾈ ﾕｷ 社会人



646 一般男子（高校生～49歳以下） 9172 0:19:24 丸山　徹 - 久喜特別支援学校

647 一般女子（高校生・49歳以下） 11014 0:19:26 中村 裕子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 会社員

648 一般女子（高校生・49歳以下） 11052 0:19:32 中村 敦子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｺ

649 一般男子（高校生～49歳以下） 9089 0:19:34 立花 将輝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ

650 一般男子（高校生～49歳以下） 9086 0:19:35 齋藤 大地 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ チームＤＨ

651 一般男子（50歳代以上） 10014 0:19:38 久野 裕之 ｸﾉ ﾋﾛﾕｷ ミサワホームイング

652 一般男子（高校生～49歳以下） 9057 0:19:39 松本 悟 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 昱株式会社

653 一般男子（高校生～49歳以下） 9050 0:19:41 太田 充彦 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋｺ 橋本総業（株）

654 一般男子（高校生～49歳以下） 9177 0:19:42 遠藤　大輔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

656 一般女子（高校生・49歳以下） 11018 0:19:42 栗原 さやか ｸﾘﾊﾗ ｻﾔｶ なし

655 一般男子（高校生～49歳以下） 9061 0:19:42 島田 慎太郎 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉りそな銀行

657 一般女子（50歳代以上） 12004 0:19:44 北　房枝 - 山中グループ

658 一般男子（高校生～49歳以下） 9164 0:19:50 長原　光宏 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 武蔵野銀行久喜支店

659 一般男子（高校生～49歳以下） 9037 0:19:52 大田　克己 - 山中グループ

660 一般男子（50歳代以上） 10080 0:19:53 林　米治 ﾊﾔｼ ﾖﾈｼﾞ

661 一般男子（高校生～49歳以下） 9009 0:19:56 増田　広道 - 山中グループ

662 一般男子（高校生～49歳以下） 9031 0:20:00 渡辺　真 - 山中グループ

663 一般男子（高校生～49歳以下） 9038 0:20:06 三木　正晴 - 山中グループ

664 一般男子（50歳代以上） 10061 0:20:10 蓮見　勝功 ﾊｽﾐ ｶﾂﾉﾘ

665 一般女子（高校生・49歳以下） 11099 0:20:14 小島 梓 ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ

666 一般男子（50歳代以上） 10065 0:20:15 錦　和彦 ﾆｼｷ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉りそな銀行

667 一般男子（50歳代以上） 10017 0:20:15 石川 勝 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾙ 無所属

668 一般男子（50歳代以上） 10041 0:20:20 佐藤 正治 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

669 一般女子（高校生・49歳以下） 11064 0:20:20 古賀 初代 ｺｶﾞ ﾊﾂﾖ

671 一般男子（50歳代以上） 10076 0:20:32 榎本　久仁彦 ｴﾉﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

670 一般男子（高校生～49歳以下） 9161 0:20:32 御木　裕 ﾐｷ ﾕﾀｶ 武蔵野銀行久喜支店

672 一般男子（50歳代以上） 10078 0:20:41 金子　房雄 ｶﾈｺ ﾌｻｵ

673 一般男子（高校生～49歳以下） 9030 0:20:43 増渕　斎 - 山中グループ

674 一般女子（50歳代以上） 12041 0:20:45 小野村　知子 ｵﾉﾑﾗ ﾄﾓｺ

675 一般女子（50歳代以上） 12032 0:20:45 筧 美和子 ｶｹﾋ ﾐﾜｺ

676 一般女子（高校生・49歳以下） 11020 0:20:46 入江 光代 ｲﾘｴ ﾐﾂﾖ 久喜特別支援学校

677 一般女子（高校生・49歳以下） 11113 0:20:46 山﨑　沙織 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｵﾘ 埼玉りそな銀行

678 一般女子（50歳代以上） 12006 0:20:48 立澤　敦子 - 山中グループ

679 一般女子（高校生・49歳以下） 11091 0:20:50 西本 紀子 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘｺ

680 一般女子（高校生・49歳以下） 11027 0:20:55 夏原 未帄 ﾅﾂﾊﾗ ﾐﾎ 埼玉りそな銀行久喜支店

681 一般男子（50歳代以上） 10004 0:20:57 川名　弘一 - 山中グループ

682 一般女子（高校生・49歳以下） 11011 0:21:02 末吉 円 ｽｴﾖｼ ﾏﾄﾞｶ なし

683 一般女子（高校生・49歳以下） 11010 0:21:03 岡野 亜矢子 ｵｶﾉ ｱﾔｺ なし

684 一般女子（高校生・49歳以下） 11009 0:21:03 末吉 茜 ｽｴﾖｼ ｱｶﾈ なし

685 一般女子（高校生・49歳以下） 11024 0:21:06 花野 千里 ﾊﾅﾉ ﾁｻﾄ 埼玉りそな銀行

686 一般女子（高校生・49歳以下） 11038 0:21:07 須田 智美 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 埼玉りそな銀行

687 一般男子（高校生～49歳以下） 9160 0:21:09 西村　正弘 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 埼玉りそな銀行

688 一般男子（50歳代以上） 10071 0:21:10 木村　博道 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ

689 一般女子（高校生・49歳以下） 11041 0:21:10 齋藤 里衣 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 埼玉りそな銀行

692 一般女子（高校生・49歳以下） 11074 0:21:13 松本 洋子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ

691 一般女子（高校生・49歳以下） 11083 0:21:13 小田部 美帄 ｵﾀﾍﾞ ﾐﾎ チームくらりん

690 一般女子（高校生・49歳以下） 11030 0:21:13 藤原 朝子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ なし

693 一般男子（50歳代以上） 10064 0:21:15 篠原　諭 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄｼ

694 一般女子（高校生・49歳以下） 11042 0:21:19 國分 理絵 ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｴ 埼玉りそな銀行

695 一般男子（高校生～49歳以下） 9012 0:21:24 神谷　正人 - 山中グループ

696 一般男子（50歳代以上） 10005 0:21:27 友菊　博 - 山中グループ

697 一般男子（50歳代以上） 10001 0:21:27 若林　央 - 山中グループ

698 一般男子（高校生～49歳以下） 9080 0:21:29 木村 大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 桜田興業

699 一般女子（高校生・49歳以下） 11040 0:21:29 木村 祐子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 桜田興業

700 一般女子（50歳代以上） 12012 0:21:32 山崎 智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 雅の会

701 一般女子（高校生・49歳以下） 11119 0:21:33 原田　あゆみ -

702 一般女子（高校生・49歳以下） 11118 0:21:33 前島　千鶴 ﾏｴｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ

703 一般女子（50歳代以上） 12002 0:21:42 坂口　三枝子 - 山中グループ

704 一般女子（高校生・49歳以下） 11015 0:21:47 黒田 里奈 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾅ 橋本総業(株)



705 一般女子（高校生・49歳以下） 11089 0:21:50 小松 眞由美 ｺﾏﾂ ﾏﾕﾐ ナイスラン

706 一般女子（高校生・49歳以下） 11088 0:21:52 諸田 睦美 ﾓﾛﾀ ﾑﾂﾐ ナイスラン

708 一般女子（50歳代以上） 12029 0:21:53 石川 綾子 ｲｼｶﾜ ｱﾔｺ

707 一般男子（高校生～49歳以下） 9156 0:21:53 新川　英一 ｼﾝｶﾜ ｴｲｲﾁ 日中陸上部ＯＢ

709 一般男子（高校生～49歳以下） 9091 0:22:02 八木 浩平 ﾔｷﾞ ｺｳﾍｲ 日本中央バス

710 一般女子（50歳代以上） 12025 0:22:06 吉田 真美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾐ

711 一般女子（高校生・49歳以下） 11016 0:22:08 兼子 茉理絵 ｶﾈｺ ﾏﾘｴ 橋本総業株式会社

712 一般女子（高校生・49歳以下） 11003 0:22:11 平塚　優子 - 山中グループ

713 一般女子（高校生・49歳以下） 11002 0:22:11 増田　智恵子 - 山中グループ

714 一般男子（高校生～49歳以下） 9065 0:22:18 照内 文了 ﾃﾙｳﾁ ﾌﾐｱｷ 無所属

715 一般男子（50歳代以上） 10060 0:22:24 鈴木　信彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

716 一般男子（50歳代以上） 10067 0:22:36 布　史郎 ﾇﾉ ｼﾛｳ

717 一般男子（50歳代以上） 10082 0:22:39 小山口　修身 ｺﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾐ

718 一般女子（50歳代以上） 12028 0:22:39 瀧口 チフミ ﾀｷｸﾞﾁ ﾁﾌﾐ

719 一般女子（50歳代以上） 12015 0:22:57 小出 慈子 ｺｲﾃﾞ ﾔｽｺ 鹿骨４丁目

720 一般女子（高校生・49歳以下） 11005 0:23:07 渡辺　洋子 - 山中グループ

721 中学生男子 13155 0:23:25 坂本　駿介 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 菖蒲中学校サッカー部

722 中学生男子 13146 0:23:25 岡戸　颯良 ｵｶﾄﾞ ｿﾗ 菖蒲中学校サッカー部

723 一般男子（50歳代以上） 10026 0:24:21 住谷 富雄 ｽﾐﾔ ﾄﾐｵ

724 一般男子（50歳代以上） 10040 0:24:47 大友 秀吉 ｵｵﾄﾓ ﾋﾃﾞﾖｼ

725 一般女子（高校生・49歳以下） 11109 0:24:56 田中　美千代 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾖ

726 一般女子（高校生・49歳以下） 11047 0:25:15 高木 美香 ﾀｶｷﾞ ﾐｶ ＫＣＲ

727 中学生男子 13005 0:25:15 高木 壮一朗 ﾀｶｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 菖蒲中

730 一般女子（50歳代以上） 12007 0:25:43 横山　あゆみ -

728 一般男子（50歳代以上） 10003 0:25:43 横山　健二 - 山中グループ

729 一般男子（50歳代以上） 10006 0:25:43 小島　達也 - 山中グループ

731 一般男子（高校生～49歳以下） 9011 0:26:48 三谷　武士 - 山中グループ

732 一般男子（高校生～49歳以下） 9001 0:27:21 四家　正之 - 山中グループ

733 一般男子（高校生～49歳以下） 9049 0:27:23 平川 翔次 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 橋本総業(株)

734 一般女子（50歳代以上） 12001 0:30:10 山中　和子 - 山中グループ

735 一般女子（50歳代以上） 12003 0:30:10 中原　君江 - 山中グループ

736 一般男子（50歳代以上） 10069 0:30:14 杉田　裕之 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 武蔵野銀行久喜支店

737 一般女子（50歳代以上） 12005 0:30:19 大貫　玲子 - 山中グループ


