
第2回よろこびのまち久喜マラソン大会

総合結果・種目:2kmの部

順位 部門 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 小学生男子（5年～6年） 15063 0:06:27 新井　健斗 ｱﾗｲ ｹﾝﾄ 久喜小学校

2 小学生男子（5年～6年） 15010 0:06:36 新井 皐大 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ プラチナAC

3 小学生男子（5年～6年） 15037 0:06:43 新井 虎次郎 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ アラマキッズ

4 小学生男子（5年～6年） 15123 0:06:48 西井戸　快 ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ 青毛小学校

5 小学生男子（5年～6年） 15034 0:06:49 片岡 遼哉 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾔ 馬宮東小学校

6 小学生男子（5年～6年） 15120 0:06:55 佐藤　瞭 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 久喜ジュニア陸上クラブ

7 小学生男子（5年～6年） 15045 0:06:55 加藤 大晴 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 久喜友誠館

8 小学生男子（5年～6年） 15091 0:06:58 小熊　琉聖 ｵｸﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 久喜市立菖蒲小学校

9 小学生男子（5年～6年） 15082 0:07:02 郡司龍海 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀﾂﾐ 清久小学校

10 小学生男子（5年～6年） 15074 0:07:03 小林 星七 ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 太田小学校

11 小学生男子（5年～6年） 15035 0:07:11 田川 誠志郎 ﾀｶﾞﾜ ｾｲｼﾛｳ 目黒東山小

12 小学生男子（5年～6年） 15005 0:07:12 平澤 朱門 ﾋﾗｻﾜ ｼｭﾓﾝ 久喜市立菖蒲小学校

13 小学生男子（5年～6年） 15028 0:07:12 小林 海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 久喜友誠館

14 小学生男子（5年～6年） 15051 0:07:13 金子 京平 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ -

15 小学生男子（5年～6年） 15009 0:07:19 横田 瑞生 ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ 久喜市立久喜東小学校

16 小学生男子（5年～6年） 15030 0:07:19 大谷津 匡助 ｵｵﾔﾂ ﾀﾀﾞｽｹ 東鷲宮小学校

17 小学生男子（5年～6年） 15039 0:07:21 氏田 優生 ｳｼﾞﾀ ﾕｳｷ -

18 小学生男子（5年～6年） 15038 0:07:24 及川 雄翔 ｵｲｶﾜ ﾕｳﾄ 清新ＪＡＣ

19 小学生男子（5年～6年） 15047 0:07:25 木村 蕗泉 ｷﾑﾗ ﾛｲ ＭＦ

20 小学生男子（5年～6年） 15088 0:07:25 黒木 悠汰 ｸﾛｷ ﾕｳﾀ 久喜北小学校

21 小学生男子（5年～6年） 15044 0:07:27 鍵山 光琉 ｶｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ ???????

22 小学生男子（5年～6年） 15043 0:07:28 及川 直哉 ｵｲｶﾜ ﾅｵﾔ 美杉台小学校

23 小学生男子（5年～6年） 15048 0:07:28 新井 雄大 ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ ファイト川越

24 小学生男子（5年～6年） 15052 0:07:29 村山 勝哉 ﾑﾗﾔﾏ ｶﾂﾔ 市川市曽谷小

25 小学生男子（5年～6年） 15093 0:07:31 高野　陸斗 ﾀｶﾉ ﾘｸﾄ 小林小学校

26 小学生男子（5年～6年） 15096 0:07:32 松本　隼輝 ﾏﾄﾓﾄ ﾊﾙ 小林小学校

27 小学生男子（5年～6年） 15041 0:07:32 ＧＡＲＣＩＡ ＩＳＡＡＣ ｶﾞﾙｼｱ ｱｲｾﾞｯｸ 横田ストライダ

28 小学生男子（5年～6年） 15127 0:07:35 池田　涼馬 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ さいたま市立城北小学校

29 小学生男子（5年～6年） 15089 0:07:36 松林 巧磨 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 久喜北小学校

30 小学生男子（5年～6年） 15019 0:07:38 谷藤 夏樹 ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ 久喜市青毛小学校

31 小学生男子（5年～6年） 15122 0:07:38 阪尾　日南太 ｻｶｵ ﾋﾅﾀ 久喜友誠館

32 小学生男子（5年～6年） 15109 0:07:39 山崎　晴矢 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾔ 栗橋小学校

33 小学生男子（5年～6年） 15105 0:07:39 柴沼　晴輝 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾊﾙｷ 久喜友誠館

34 小学生男子（5年～6年） 15053 0:07:40 今村 陸斗 ｲﾏﾑﾗ ﾘｸﾄ しらこばと陸上

35 小学生男子（5年～6年） 15076 0:07:41 鈴木 優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 太田小学校

36 小学生男子（5年～6年） 15027 0:07:41 大川 暁星 ｵｵｶﾜ ｱｷﾄｼ 鷲宮小学校

37 小学生男子（5年～6年） 15025 0:07:44 深谷 海生 ﾌｶﾔ ﾐｽﾞｷ 栗橋小学校

38 小学生男子（5年～6年） 15086 0:07:45 関根　大揮 ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ 青毛小学校

39 小学生男子（5年～6年） 15046 0:07:47 加世田 愛斗 ｶｾﾀﾞ ｱｲﾄ ＲＵＮＲＵＮ

40 小学生男子（5年～6年） 15125 0:07:54 森本　彩太 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔﾄ 加須市立田ケ谷小

41 小学生男子（5年～6年） 15102 0:07:55 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 菖蒲東小学校

42 小学生男子（5年～6年） 15070 0:07:55 巻島　陽 ﾏｷｼﾏ ﾋﾅﾀ 久喜小学校

43 小学生男子（5年～6年） 15084 0:07:57 吉野　聡太 ﾖｼﾉ ｿｳﾀ 青葉小学校

44 小学生男子（5年～6年） 15079 0:07:58 遠藤悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 清久小学校

45 小学生男子（5年～6年） 15003 0:08:02 斉藤 大樹 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 久喜市立桜田小学校

46 小学生男子（5年～6年） 15081 0:08:08 金子敬一朗 ｶﾈｺ ｹｲｲﾁﾛｳ 清久小学校

47 小学生男子（5年～6年） 15008 0:08:10 大竹 悠馬 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ 川越市立古谷小学校

48 小学生男子（5年～6年） 15012 0:08:13 中村 龍輝 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 久喜市立太田小学校

49 小学生男子（5年～6年） 15094 0:08:14 豊田　七音 ﾄﾖﾀ ﾅｵﾄ 小林小学校

50 小学生男子（5年～6年） 15092 0:08:16 中村　琉生 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 久喜市立菖蒲小学校

51 小学生男子（5年～6年） 15013 0:08:17 芝嵜 隼輔 ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ 久喜市立太田小学校

52 小学生男子（5年～6年） 15069 0:08:22 濵田　想之介 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ 久喜小学校

53 小学生男子（5年～6年） 15107 0:08:23 藤田　楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 栗橋小学校

54 小学生男子（5年～6年） 15119 0:08:26 高村 樹 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾂｷ 東鷲宮小学校

55 小学生男子（5年～6年） 15058 0:08:28 西本 桜太朗 ﾆｼﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ -



56 小学生男子（5年～6年） 15007 0:08:28 柏原 樹 ｶｼﾊﾗ ｲﾂｷ run

57 小学生男子（5年～6年） 15126 0:08:30 岡安　一心 ｵｶﾔｽ ｲｯｻ 江面第二小学校

58 小学生男子（5年～6年） 15080 0:08:30 小河原空羽 ｵｶﾞﾜﾗ ｸｳ 清久小学校

59 小学生男子（5年～6年） 15101 0:08:33 野本　晴貴 ﾉﾓﾄ ﾊﾙｷ 栢間小学校

60 小学生男子（5年～6年） 15075 0:08:35 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 太田小学校

61 小学生男子（5年～6年） 15042 0:08:40 ＷＡＴＴＳ ＺＡＣＨ ﾜｯﾂ ｻﾞｯｸ 横田ストライダ

62 小学生男子（5年～6年） 15078 0:08:42 秋山　寬汰 ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾀ 江面第一小学校

63 小学生男子（5年～6年） 15056 0:08:43 栗本 大雅 ｸﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ -

64 小学生男子（5年～6年） 15115 0:08:44 大沼　波央 ｵｵﾇﾏ ﾐｵ 砂原小学校

65 小学生男子（5年～6年） 15049 0:08:44 鳩貝 猛斗 ﾊﾄｶﾞｲ ﾀｹﾄ 五霞東小学校

66 小学生男子（5年～6年） 15087 0:08:46 小島　柊 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳ 久喜東小学校

67 小学生男子（5年～6年） 15068 0:08:50 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 久喜小学校

68 小学生男子（5年～6年） 15050 0:08:50 田村 雄大 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 菖蒲東小学校

69 小学生男子（5年～6年） 15004 0:08:51 向井 遥城 ﾑｶｲ ﾊﾙｷ 江面第一小学校

70 小学生男子（5年～6年） 15064 0:08:52 太田　亜唯夢 ｵｵﾀ ｱｲﾑ 久喜小学校

71 小学生男子（5年～6年） 15057 0:08:55 田中 優希 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ -

72 小学生男子（5年～6年） 15103 0:08:55 篠原　主都 ｼﾉﾊﾗ ﾕｷﾄ 菖蒲東小学校

73 小学生男子（5年～6年） 15090 0:08:56 大洞　雄真 ｵｵﾎﾞﾗ ﾕｳﾏ 久喜市立菖蒲小学校

74 小学生男子（5年～6年） 15100 0:08:57 永井　慶路 ﾅｶﾞｲ ｹｲｼﾞ 栢間小学校

75 小学生男子（5年～6年） 15073 0:08:59 折原 正希 ｵﾘﾊﾗ ﾏｻｷ 太田小学校

76 小学生男子（5年～6年） 15099 0:09:01 齋木　陽斗 ｻｲｷ ﾊﾙﾄ 栢間小学校

77 小学生男子（5年～6年） 15021 0:09:02 古川 煌 ﾌﾙｶﾜ ｺｳ 久喜市立青毛小学校

78 小学生男子（5年～6年） 15110 0:09:08 大手　柊凪 ｵｵﾃ ｼｭｳﾅ 上内小学校

79 小学生男子（5年～6年） 15118 0:09:10 斉藤 智大 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東鷲宮小学校

80 小学生男子（5年～6年） 15055 0:09:11 山本 陸斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ -

81 小学生男子（5年～6年） 15032 0:09:12 堤 知樹 ﾂﾂﾐ ﾄﾓｷ -

82 小学生男子（5年～6年） 15023 0:09:12 高橋 蓮 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 久喜市立青毛小学校

83 小学生男子（5年～6年） 15095 0:09:13 長谷部　陸仁 ﾊｾﾍﾞ ﾘｸﾄ 小林小学校

84 小学生男子（5年～6年） 15098 0:09:18 金子　昇平 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 栢間小学校

85 小学生男子（5年～6年） 15097 0:09:20 飯塚　洸揮 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 栢間小学校

86 小学生男子（5年～6年） 15022 0:09:25 久保谷 翔悟 ｸﾎﾞﾔ ｼｮｳｺﾞ 久喜市立青毛小学校

87 小学生男子（5年～6年） 15031 0:09:26 堤 力樹 ﾂﾂﾐ ﾘｷ -

88 小学生男子（5年～6年） 15113 0:09:28 植村　尚平 ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 砂原小学校

89 小学生男子（5年～6年） 15106 0:09:28 福島　史門 ﾌｸｼﾏ ｼﾓﾝ 栗橋小学校

90 小学生男子（5年～6年） 15011 0:09:28 山口 穂人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾋﾄ 久喜市青毛小学校

91 小学生男子（5年～6年） 15017 0:09:28 鈴木 心太 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀ 久喜市立青毛小学校

92 小学生男子（5年～6年） 15066 0:09:29 岡田　康平 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 久喜小学校

93 小学生男子（5年～6年） 15067 0:09:40 川上　慶太 ｶﾜｶﾐ ｹｲﾀ 久喜小学校

94 小学生男子（5年～6年） 15020 0:09:41 中島 健吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 久喜市立青毛小学校

95 小学生男子（5年～6年） 15029 0:09:42 金子 玄宗 ｶﾈｺ ﾊﾙﾑﾈ -

96 小学生男子（5年～6年） 15014 0:09:43 横山 柊太 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾀ 久喜市青毛小学校

97 小学生男子（5年～6年） 15059 0:09:45 小泉 優弥 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 内牧小学校

98 小学生男子（5年～6年） 15018 0:09:45 伊藤 拓実 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 久喜市立太田小学校

99 小学生男子（5年～6年） 15071 0:09:46 阿部 敬人 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 太田小学校

100 小学生男子（5年～6年） 15062 0:09:46 雨宮　健晟 ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｾｲ 久喜小学校

101 小学生男子（5年～6年） 15065 0:09:47 小笠原　悠也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾔ 久喜小学校

102 小学生男子（5年～6年） 15108 0:09:49 増井　莉玖 ﾏｽｲ ﾘｸ 栗橋小学校

103 小学生男子（5年～6年） 15072 0:09:50 池谷 伊織 ｲｹﾔ ｲｵﾘ 太田小学校

104 小学生男子（5年～6年） 15016 0:09:51 西沢 優 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ 久喜市立太田小学校

105 小学生男子（5年～6年） 15015 0:09:52 榎本 煌貴 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ 久喜市立太田小学校

106 小学生男子（5年～6年） 15104 0:10:08 嶋田　悠汰 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 菖蒲東小学校

107 小学生男子（5年～6年） 15001 0:10:15 山中　吾室 - 山中グループ

108 小学生男子（5年～6年） 15024 0:10:34 成富 光太朗 ﾅﾘﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ 杉戸町立高野台小学校

109 小学生男子（5年～6年） 15040 0:10:35 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ ＪＡＤＥＮ　ＲＹＵﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ｼﾞｪｲﾃﾞﾝﾘｭｳ横田ストライダ

110 小学生男子（5年～6年） 15111 0:11:25 佐藤　颯汰 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 上内小学校

111 小学生男子（3年～4年） 16076 0:07:01 森尻 悠翔 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 栃木市大宮北

112 小学生男子（3年～4年） 16078 0:07:13 渡部 智義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ -

113 小学生男子（3年～4年） 16012 0:07:21 比嘉 大陽 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲﾔ FCリアン

114 小学生男子（3年～4年） 16068 0:07:25 茂木 公志 ﾓｷﾞ ｻﾄｼ アラマキッズ



115 小学生男子（3年～4年） 16014 0:07:27 鈴木 陽 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ FC LIEN

116 小学生男子（3年～4年） 16005 0:07:27 佐藤 怜也 ｻﾄｳ ﾚｲﾔ FCリアン

117 小学生男子（3年～4年） 16077 0:07:29 石井 琉之介 ｲｼｲ ﾘﾕｳﾉｽｹ 東葛ＲＣ

118 小学生男子（3年～4年） 16003 0:07:29 関口 陽大 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳﾀ FC LIEN

119 小学生男子（3年～4年） 16145 0:07:31 川口　楓太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳﾀ 砂原小学校

120 小学生男子（3年～4年） 16070 0:07:32 加藤 柊星 ｶﾄｳ ｼｭｳｾｲ 久喜友誠館

121 小学生男子（3年～4年） 16016 0:07:38 冨田 瀧瑛 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｴｲ ＦＣ LIEN

122 小学生男子（3年～4年） 16120 0:07:46 市川 晴渡 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ 久喜北小学校

123 小学生男子（3年～4年） 16054 0:07:47 久保田 歩夢 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ -

124 小学生男子（3年～4年） 16062 0:07:49 大森 一樹 ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ 豊秋小学校

125 小学生男子（3年～4年） 16119 0:07:51 中山　瑞稀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 久喜東小学校

126 小学生男子（3年～4年） 16031 0:07:57 比企 凰次朗 ﾋｷ ｵｳｼﾞﾛｳ 久喜友誠館陸上クラブ

127 小学生男子（3年～4年） 16004 0:07:59 倉町 幸利 ｸﾗﾏﾁ ﾕｷﾄ FC　リアン

128 小学生男子（3年～4年） 16071 0:08:00 平子 侑輝 ﾋﾗｺ ﾕｳｷ 花崎北小

129 小学生男子（3年～4年） 16065 0:08:07 川口 朔 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 東鷲宮小学校

130 小学生男子（3年～4年） 16131 0:08:09 敷樋　向紀 ｼｷﾋ ｺｳｷ 栢間小学校

131 小学生男子（3年～4年） 16067 0:08:11 鍵山 琉星 ｶｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ???????

132 小学生男子（3年～4年） 16159 0:08:12 中津　晃希 ﾅｶﾂ ｺｳｷ 杉戸町立杉戸小学校

133 小学生男子（3年～4年） 16114 0:08:13 鈴木　成 ｽｽﾞｷ ﾅﾙ 青葉小学校

134 小学生男子（3年～4年） 16109 0:08:14 田村　竜吾 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 本町小学校

135 小学生男子（3年～4年） 16155 0:08:15 朋部 信之介 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾉｽｹ 東鷲宮小学校

136 小学生男子（3年～4年） 16022 0:08:15 柏原 蒼士 ｶｼﾊﾗ ｱｵｼ run

137 小学生男子（3年～4年） 16157 0:08:15 ラッド　パトリック昌 ﾗｯﾄﾞ ﾊﾟﾄﾘｯｸｼｮｳ 友誠会陸上クラブ

138 小学生男子（3年～4年） 16059 0:08:16 高橋 空也 ﾀｶﾊｼ ｸｳﾔ 浦安東野小学校

139 小学生男子（3年～4年） 16154 0:08:16 田中 樹 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 東鷲宮小学校

140 小学生男子（3年～4年） 16138 0:08:16 稲村　亮佑 ｲﾅﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 栗橋小学校

141 小学生男子（3年～4年） 16124 0:08:17 小熊　寿海生 ｵｸﾞﾏ ｽｶｲ 久喜市立菖蒲小学校

142 小学生男子（3年～4年） 16049 0:08:17 竹原 寛太 ﾀｹﾊﾗ ｶﾝﾀ チ－ム妖怪

143 小学生男子（3年～4年） 16127 0:08:17 野村 颯太 ﾉﾑﾗ ｿｳﾀ 三箇小学校

144 小学生男子（3年～4年） 16103 0:08:19 髙松　条太郎 ﾀｶﾏﾂ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 江面第一小学校

145 小学生男子（3年～4年） 16048 0:08:20 市村 晴太郎 ｲﾁﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ チ－ム妖怪

146 小学生男子（3年～4年） 16061 0:08:20 足立 莉久 ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ 桶川ＷＲＣ

147 小学生男子（3年～4年） 16096 0:08:20 小林 聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ 太田小学校

148 小学生男子（3年～4年） 16056 0:08:22 笈沼 知広 ｵｲﾇﾏ ﾁﾋﾛ 栗橋南小学校

149 小学生男子（3年～4年） 16044 0:08:23 田川 勇志郎 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｼﾛｳ 目黒東山小

150 小学生男子（3年～4年） 16019 0:08:24 土田 カイル ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾙ 久喜市立桜田小学校

151 小学生男子（3年～4年） 16075 0:08:25 関口 空良 ｾｷｸﾞﾁ ｿﾗ 鴻茎小学校

152 小学生男子（3年～4年） 16045 0:08:26 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ -

153 小学生男子（3年～4年） 16046 0:08:29 伊笹 孝 ｲｻﾞｻ ﾀｶｼ -

154 小学生男子（3年～4年） 16086 0:08:29 佐藤　亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 久喜小学校

155 小学生男子（3年～4年） 16018 0:08:32 田島 蒼平 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾍｲ 桶川西小学校

156 小学生男子（3年～4年） 16115 0:08:34 鈴木　佑太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 青葉小学校

157 小学生男子（3年～4年） 16088 0:08:37 菅家　海翔 ｽｶﾞﾔ ｶｲﾄ 久喜小学校

158 小学生男子（3年～4年） 16057 0:08:39 野村 朊生 ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ チ－ム妖怪

159 小学生男子（3年～4年） 16092 0:08:40 濵﨑　琉斗 ﾊﾏｻｷ ﾘｭｳﾄ 久喜小学校

160 小学生男子（3年～4年） 16107 0:08:47 飯野　裕太 ｲｲﾉ ﾕｳﾀ 本町小学校

161 小学生男子（3年～4年） 16007 0:08:48 角田 朝陽 ﾂﾉﾀﾞ ｱｻﾋ 幸手市立長倉小学校

162 小学生男子（3年～4年） 16160 0:08:49 加藤　優太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 久喜北小学校

163 小学生男子（3年～4年） 16110 0:08:49 野原　夢生 ﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 本町小学校

164 小学生男子（3年～4年） 16095 0:08:51 川東 歩夢 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ 太田小学校

165 小学生男子（3年～4年） 16121 0:08:52 坂牧 瑛太 ｻｶﾏｷ ｴｲﾀ 久喜北小学校

166 小学生男子（3年～4年） 16009 0:08:53 島口 拓也 ｼﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 太田小学校

167 小学生男子（3年～4年） 16047 0:08:54 田中 悠登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ -

168 小学生男子（3年～4年） 16152 0:08:54 櫻井 颯人 ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ 東鷲宮小学校

169 小学生男子（3年～4年） 16106 0:08:54 印南　結史 ｲﾝﾅﾐ ﾕｲﾄ 江面第二小学校

170 小学生男子（3年～4年） 16082 0:08:55 藤澤 友陽 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾊﾙ 栗橋小学校

171 小学生男子（3年～4年） 16090 0:08:55 髙橋　慶行 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 久喜小学校

172 小学生男子（3年～4年） 16148 0:08:58 宮島　龍樹 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｷ 砂原小学校

173 小学生男子（3年～4年） 16017 0:08:59 清水 歩 ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 久喜東



174 小学生男子（3年～4年） 16147 0:09:07 志間　悠文 ｼﾏ ﾋｻﾌﾐ 砂原小学校

175 小学生男子（3年～4年） 16079 0:09:07 手塚 洋佑 ﾃﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ 泰平小学校

176 小学生男子（3年～4年） 16083 0:09:07 太田　琉希 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 久喜小学校

177 小学生男子（3年～4年） 16118 0:09:07 坂田　瑛基 ｻｶﾀ ｴｲｷ 久喜東小学校

178 小学生男子（3年～4年） 16011 0:09:07 倉持 勇太 ｸﾗﾓﾁ ﾕｳﾀ 友誠館

179 小学生男子（3年～4年） 16038 0:09:08 歌代 悠希 ｳﾀｼﾛ ﾕｳｷ 栗橋小学校

180 小学生男子（3年～4年） 16089 0:09:09 須田　智己 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 久喜小学校

181 小学生男子（3年～4年） 16091 0:09:10 野﨑　稜矢 ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾔ 久喜小学校

182 小学生男子（3年～4年） 16143 0:09:10 牧野　絢也 ﾏｷﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 上内小学校

183 小学生男子（3年～4年） 16142 0:09:11 柴本　健誠 ｼﾊﾞﾓﾄ ｹﾝｾｲ 上内小学校

184 小学生男子（3年～4年） 16032 0:09:11 佐久間 愛大 ｻｸﾏ ｱｲﾄ 佐久間RC

185 小学生男子（3年～4年） 16030 0:09:11 齊藤 快 ｻｲﾄｳ ｶｲ 寄居小学校

186 小学生男子（3年～4年） 16063 0:09:11 佐々木 慧成 ｻｻｷ ｹｲｾｲ 栗橋小

187 小学生男子（3年～4年） 16125 0:09:13 野川　暖 ﾉｶﾞﾜ ﾀﾞﾝ 小林小学校

188 小学生男子（3年～4年） 16002 0:09:14 紙谷 有輝 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ FCリアン

189 小学生男子（3年～4年） 16102 0:09:17 髙橋　宇靖 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾔｽ 江面第一小学校

190 小学生男子（3年～4年） 16135 0:09:19 川﨑　結仁 ｶﾜｻｷ ﾕｲﾄ 菖蒲東小学校

191 小学生男子（3年～4年） 16116 0:09:21 高橋　利知 ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ 青葉小学校

192 小学生男子（3年～4年） 16072 0:09:21 木野内 秀俊 ｷﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 泰平小学校

193 小学生男子（3年～4年） 16025 0:09:22 岡野 彪琉 ｵｶﾉ ﾀｹﾙ 所沢小

194 小学生男子（3年～4年） 16130 0:09:23 加藤　涼介 ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 栢間小学校

195 小学生男子（3年～4年） 16129 0:09:25 大塚　智 ｵｵﾂｶ ｻﾄﾙ 栢間小学校

196 小学生男子（3年～4年） 16085 0:09:26 佐藤　伸哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 久喜小学校

197 小学生男子（3年～4年） 16052 0:09:27 ＧＡＲＣＩＡ ＥＬＩ ｶﾞﾙｼｱ ｲｰﾗｲ 横田ストライダ

198 小学生男子（3年～4年） 16128 0:09:29 上原　幸響 ｳｴﾊﾗ ｻｷｮｳ 栢間小学校

199 小学生男子（3年～4年） 16008 0:09:29 北畠 敬介 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ｷｮｳｽｹ 久喜東小学校

200 小学生男子（3年～4年） 16055 0:09:30 小野田 裕輝 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 杉戸小学校

201 小学生男子（3年～4年） 16027 0:09:30 青木 椋大 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ さいたま市立原山小学校

202 小学生男子（3年～4年） 16133 0:09:32 阿部　聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 菖蒲東小学校

203 小学生男子（3年～4年） 16026 0:09:33 鈴木 拓真 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

204 小学生男子（3年～4年） 16098 0:09:37 横山 和哉 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 太田小学校

205 小学生男子（3年～4年） 16006 0:09:37 多田 裕介 ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 久喜北小学校

206 小学生男子（3年～4年） 16015 0:09:38 入江 陽一 ｲﾘｴ ﾖｳｲﾁ 羽生北小学校

207 小学生男子（3年～4年） 16100 0:09:39 江原　光希 ｴﾊﾗ ｺｳｷ 江面第一小学校

208 小学生男子（3年～4年） 16099 0:09:40 江畑　涼眞 ｴﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 江面第一小学校

209 小学生男子（3年～4年） 16066 0:09:43 深井 陽翔 ﾌｶｲ ﾊﾙﾄ -

210 小学生男子（3年～4年） 16043 0:09:44 松村 隼斗 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾔﾄ -

211 小学生男子（3年～4年） 16039 0:09:45 渋谷 羽琉 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙ 久喜友誠館

212 小学生男子（3年～4年） 16069 0:09:45 渡辺 無限 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑｹﾞﾝ 久喜東小学校

213 小学生男子（3年～4年） 16060 0:09:52 湯浅 秀翔 ﾕｱｻ ｼｭｳﾄ -

214 小学生男子（3年～4年） 16139 0:09:53 平山　希悠 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾊﾙ 栗橋小学校

215 小学生男子（3年～4年） 16001 0:10:04 大熊　月人 - 山中グループ

216 小学生男子（3年～4年） 16111 0:10:05 宮本　樹 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 本町小学校

217 小学生男子（3年～4年） 16081 0:10:05 浜本 直哉 ﾊﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 久喜東小学校

218 小学生男子（3年～4年） 16161 0:10:06 山川　陽斗 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄ 桜田小学校

219 小学生男子（3年～4年） 16140 0:10:07 齋藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 上内小学校

220 小学生男子（3年～4年） 16104 0:10:08 増田　颯士 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 江面第一小学校

221 小学生男子（3年～4年） 16113 0:10:08 大泉　陽暉 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 青葉小学校

222 小学生男子（3年～4年） 16074 0:10:08 向嶌 千陽 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ -

223 小学生男子（3年～4年） 16087 0:10:09 須賀　智久 ｽｶﾞ ﾄﾓﾋｻ 久喜小学校

224 小学生男子（3年～4年） 16051 0:10:09 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ ＭＡＳＯＮ　ＫＡＩﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾒｲｿﾝｶｲ 横田ストライダ

225 小学生男子（3年～4年） 16105 0:10:10 吉田　恵太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 江面第一小学校

226 小学生男子（3年～4年） 16122 0:10:11 濵﨑 諒人 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳﾄ 久喜北小学校

227 小学生男子（3年～4年） 16146 0:10:13 酒井　昴太 ｻｶｲ ｺｳﾀ 砂原小学校

228 小学生男子（3年～4年） 16097 0:10:14 藤本 瞬 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝ 太田小学校

229 小学生男子（3年～4年） 16136 0:10:16 嶋田　陵汰 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 菖蒲東小学校

230 小学生男子（3年～4年） 16149 0:10:16 井濃内 瑛 ｲﾉｳﾁ ｱｷﾗ 東鷲宮小学校

231 小学生男子（3年～4年） 16058 0:10:17 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ -

232 小学生男子（3年～4年） 16073 0:10:17 渡辺 圭汰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ -



233 小学生男子（3年～4年） 16041 0:10:18 高徳 大輔 ﾀｶﾄｸ ﾀﾞｲｽｹ -

234 小学生男子（3年～4年） 16029 0:10:18 安藤 嘉伸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 栗橋小学校

235 小学生男子（3年～4年） 16094 0:10:23 阿部 真輝 ｱﾍﾞ ﾅｵｷ 太田小学校

236 小学生男子（3年～4年） 16080 0:10:38 熊倉 謙信 ｸﾏｸﾗ ｹﾝｼﾝ -

237 小学生男子（3年～4年） 16035 0:10:39 大石 和弥 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾔ -

238 小学生男子（3年～4年） 16050 0:10:40 増川 航太 ﾏｽｶﾜ ｺｳﾀ チ－ム妖怪

239 小学生男子（3年～4年） 16021 0:10:41 黒澤 駿介 ｸﾛｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 桜田小学校

240 小学生男子（3年～4年） 16158 0:10:50 中山　慶悟 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺﾞ 久喜小学校

241 小学生男子（3年～4年） 16093 0:10:50 山之内　颯希 ﾔﾏﾉｳﾁ ｿｳｷ 久喜小学校

242 小学生男子（3年～4年） 16024 0:11:07 大木 颯 ｵｵｷ ﾊﾔﾃ 久喜市立砂原小学校

243 小学生男子（3年～4年） 16084 0:11:11 大竹　智久 ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾋｻ 久喜小学校

244 小学生男子（3年～4年） 16064 0:11:13 大友 悠 ｵｵﾄﾓ ﾕｳ -

245 小学生男子（3年～4年） 16153 0:11:17 染谷 勇瑠 ｿﾒﾔ ﾀｹﾙ 東鷲宮小学校

246 小学生男子（3年～4年） 16141 0:11:20 佐藤　温起 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 上内小学校

247 小学生男子（3年～4年） 16040 0:11:22 金子 恭己 ｶﾈｺ ﾐﾂﾐ -

248 小学生男子（3年～4年） 16108 0:11:24 杉浦　舶斗 ｽｷﾞｳﾗ ﾊｸﾄ 本町小学校

249 小学生男子（3年～4年） 16010 0:11:39 信太 修一郎 ｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 久喜小学校

250 小学生男子（3年～4年） 16144 0:11:49 内田　獅寿翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｽﾞﾄ 砂原小学校

251 小学生男子（3年～4年） 16053 0:11:58 ＷＡＴＴＳ ＢＲＹＣＥ ﾜｯﾂ ﾌﾞﾗｲｽ 横田ストライダ

252 小学生男子（3年～4年） 16028 0:12:06 村田 大空 ﾑﾗﾀ ﾀｸ 栗橋小学校

253 小学生男子（3年～4年） 16036 0:12:54 小野目 尚人 ｵﾉﾒ ﾅｵﾄ 正傳寺

254 小学生女子（5年～6年） 17021 0:06:55 萬谷 梨央 ﾖﾛｽﾞﾔ ﾘｵ ファイト川越

255 小学生女子（5年～6年） 17015 0:07:12 島田 茜 ｼﾏﾀﾞ ｱｶﾈ -

256 小学生女子（5年～6年） 17034 0:07:14 齋藤 梨央 ｻｲﾄｳ ﾘｵ -

257 小学生女子（5年～6年） 17093 0:07:20 佐藤　彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 白岡Ｊｒ

258 小学生女子（5年～6年） 17010 0:07:22 杉山 奈子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｺ -

259 小学生女子（5年～6年） 17016 0:07:53 島田 恵 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ -

260 小学生女子（5年～6年） 17056 0:07:54 宮本 佳歩 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾎ 太田小学校

261 小学生女子（5年～6年） 17020 0:07:56 佐藤 由唯 ｻﾄｳ ﾕｲ 泰平小学校

262 小学生女子（5年～6年） 17019 0:07:57 内田 遥菜 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ -

263 小学生女子（5年～6年） 17044 0:07:58 田名網　知恵 ﾀﾅｱﾐ ﾁｴ 久喜小学校

264 小学生女子（5年～6年） 17027 0:08:02 作間 芽依 ｻｸﾏ ﾒｲ 入西小学校

265 小学生女子（5年～6年） 17029 0:08:03 石井 結衣 ｲｼｲ ﾕｲ 東葛ＲＣ

266 小学生女子（5年～6年） 17067 0:08:05 中山　彩音 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ 久喜東小学校

267 小学生女子（5年～6年） 17033 0:08:10 田口 侑芽 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾒ 伊奈南

268 小学生女子（5年～6年） 17024 0:08:11 長谷川 あみ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾐ -

269 小学生女子（5年～6年） 17045 0:08:14 田中　彩心 ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 久喜小学校

270 小学生女子（5年～6年） 17008 0:08:18 戸賀崎 まゆ ﾄｶﾞｻｷ ﾏﾕ 久喜友誠館陸上クラブ

271 小学生女子（5年～6年） 17055 0:08:20 町田 瑠璃華 ﾏﾁﾀﾞ ﾙﾘｶ 太田小学校

272 小学生女子（5年～6年） 17039 0:08:20 小貫　遥香 ｵﾇｷ ﾊﾙｶ 久喜小学校

273 小学生女子（5年～6年） 17051 0:08:22 木下 紬 ｷﾉｼﾀ ﾂﾑｷﾞ 太田小学校

274 小学生女子（5年～6年） 17052 0:08:24 源田 歌乃 ｹﾞﾝﾀﾞ ｶﾉ 太田小学校

275 小学生女子（5年～6年） 17022 0:08:25 鈴木 爽月 ｽｽﾞｷ ｻﾂｷ 小針北小学校

276 小学生女子（5年～6年） 17023 0:08:27 成澤 美紅 ﾅﾘｻﾜ ﾐｸ 青毛小

277 小学生女子（5年～6年） 17001 0:08:27 保科 美海 ﾎｼﾅ ﾐﾅﾐ 青毛小学校

278 小学生女子（5年～6年） 17005 0:08:29 矢部 菜々美 ﾔﾍﾞ ﾅﾅﾐ 春日部市立正善小学校

279 小学生女子（5年～6年） 17048 0:08:35 ホール　愛陽 ﾎｰﾙ ﾏﾔ 久喜小学校

280 小学生女子（5年～6年） 17054 0:08:35 福田 千尋 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 太田小学校

281 小学生女子（5年～6年） 17028 0:08:37 小峰 歩実 ｺﾐﾈ ｱﾕﾐ チームゆりのき

282 小学生女子（5年～6年） 17090 0:08:38 須藤 美薫 ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 東鷲宮小学校

283 小学生女子（5年～6年） 17031 0:08:39 関 未友里 ｾｷ ﾐﾕﾘ -

284 小学生女子（5年～6年） 17002 0:08:39 高橋 葵 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 栗橋南

285 小学生女子（5年～6年） 17065 0:08:39 木村 美紅 ｷﾑﾗ ﾐｸ 青毛小学校

286 小学生女子（5年～6年） 17040 0:08:39 狩野　円花 ｶﾉｳ ﾏﾄﾞｶ 久喜小学校

287 小学生女子（5年～6年） 17063 0:08:41 鈴木　星那 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 青葉小学校

288 小学生女子（5年～6年） 17042 0:08:43 関口　さくら ｾｷｸﾞﾁ ｻｸﾗ 久喜小学校

289 小学生女子（5年～6年） 17009 0:08:45 中山 桃寧 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓﾈ -

290 小学生女子（5年～6年） 17081 0:08:48 稲橋　美玲 ｲﾅﾊｼ ﾐﾚｲ 砂原小学校

291 小学生女子（5年～6年） 17066 0:08:54 丸山 葵生 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ 青毛小学校



292 小学生女子（5年～6年） 17092 0:08:57 田口　夏光 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 久喜市立桜田小学校

293 小学生女子（5年～6年） 17085 0:09:01 寺島　すみれ ﾃﾗｼﾏ ｽﾐﾚ 砂原小学校

294 小学生女子（5年～6年） 17014 0:09:04 荒井 菜々美 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 三橋小学校

295 小学生女子（5年～6年） 17087 0:09:07 宮沢　麻央 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｵ 砂原小学校

296 小学生女子（5年～6年） 17049 0:09:07 茂木　千春 ﾓｷﾞ ﾁﾊﾙ 久喜小学校

297 小学生女子（5年～6年） 17035 0:09:11 山崎 舞衣 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ 桜田小学校

298 小学生女子（5年～6年） 17030 0:09:14 渡部 花音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ -

299 小学生女子（5年～6年） 17043 0:09:16 髙橋　茉柚子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕｺ 久喜小学校

300 小学生女子（5年～6年） 17050 0:09:20 山口　奈弓 ﾔﾅｸﾞﾁ ﾅﾕ 久喜小学校

301 小学生女子（5年～6年） 17089 0:09:24 小林 千鶴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ 東鷲宮小学校

302 小学生女子（5年～6年） 17058 0:09:25 斎藤　優衣 ｻｲﾄｳ ﾕｲ 江面第二小学校

303 小学生女子（5年～6年） 17018 0:09:25 内田 葵衣 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ -

304 小学生女子（5年～6年） 17053 0:09:29 長沢 美空 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｸ 太田小学校

305 小学生女子（5年～6年） 17006 0:09:29 菅原 菜々 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅ 栗橋南小学校

306 小学生女子（5年～6年） 17060 0:09:30 小河原　莉緒 ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 青葉小学校

307 小学生女子（5年～6年） 17041 0:09:33 神保　実咲 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐｻｷ 久喜小学校

308 小学生女子（5年～6年） 17032 0:09:38 甚田 くるみ ｼﾞﾝﾀ ｸﾙﾐ 沼影小学校

309 小学生女子（5年～6年） 17077 0:09:46 川合　香乃 ｶﾜｲ ｶﾉ 上内小学校

310 小学生女子（5年～6年） 17073 0:09:50 松木 彩乃 ﾏﾂｷ ｱﾔﾉ 桜田小学校

311 小学生女子（5年～6年） 17071 0:10:00 福田 結香 ﾌｸﾀﾞ ﾕｲｶ 桜田小学校

312 小学生女子（5年～6年） 17070 0:10:03 寺内 穂香 ﾃﾗｳﾁ ﾎﾉｶ 桜田小学校

313 小学生女子（5年～6年） 17083 0:10:08 早乙女　友里 ｻｵﾄﾒ ﾕﾘ 砂原小学校

314 小学生女子（5年～6年） 17072 0:10:11 藤田 柚来 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾗ 桜田小学校

315 小学生女子（5年～6年） 17069 0:10:11 荒井 結愛 ｱﾗｲ ﾕｲ 桜田小学校

316 小学生女子（5年～6年） 17062 0:10:12 下田　亜紗美 ｼﾓﾀﾞ ｱｻﾐ 青葉小学校

317 小学生女子（5年～6年） 17094 0:10:23 小島　杏莉 ｺｼﾞﾏ ｱﾝﾘ わしのみや小学校

318 小学生女子（5年～6年） 17064 0:10:26 鈴木　麗菜 ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ 青葉小学校

319 小学生女子（5年～6年） 17038 0:10:27 石井　彩葵 ｲｼｲ ｻｷ 久喜小学校

320 小学生女子（5年～6年） 17047 0:10:27 中山　夢唯 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 久喜小学校

321 小学生女子（5年～6年） 17059 0:10:30 金子　遥菜 ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 青葉小学校

322 小学生女子（5年～6年） 17082 0:10:34 小谷　梨緒 ｺﾀﾆ ﾘｵ 砂原小学校

323 小学生女子（5年～6年） 17084 0:10:34 酒井　心佑 ｻｶｲ ﾐｳ 砂原小学校

324 小学生女子（5年～6年） 17057 0:10:42 新井　ひなり ｱﾗｲ ﾋﾅﾘ 江面第一小学校

325 小学生女子（5年～6年） 17088 0:11:35 山﨑　さくら ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 砂原小学校

326 小学生女子（5年～6年） 17074 0:11:40 阿部　珠愛 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾘｱ 上内小学校

327 小学生女子（5年～6年） 17078 0:11:40 齋藤　穂乃花 ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 上内小学校

328 小学生女子（5年～6年） 17007 0:11:55 鈴木 詩織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

329 小学生女子（5年～6年） 17079 0:11:55 田所　初与佳 ﾀﾄﾞｺﾛ ｿﾖｶ 上内小学校

330 小学生女子（5年～6年） 17075 0:11:55 生雲　和佳奈 ｲｸﾓ ﾜｶﾅ 上内小学校

331 小学生女子（5年～6年） 17080 0:12:06 平野　真尋 ﾋﾗﾉ ﾏﾋﾛ 上内小学校

332 小学生女子（5年～6年） 17046 0:12:29 仲山　舞夢 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾕ 久喜小学校

333 小学生女子（3年～4年） 18019 0:07:22 稲垣 潤 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ 取手市白山小

334 小学生女子（3年～4年） 18113 0:07:27 野崎　美羽 ﾉｻﾞｷ ﾐｳ 久喜友誠館

335 小学生女子（3年～4年） 18023 0:07:32 伊藤 杏里 ｲﾄｳ ｱﾝﾘ 久喜友誠館

336 小学生女子（3年～4年） 18049 0:07:38 成澤 柚日 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ どりかむ太田

337 小学生女子（3年～4年） 18017 0:07:41 杉山 莉子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｺ -

338 小学生女子（3年～4年） 18007 0:07:52 宅原 里桜 ﾀｸﾊﾗ ﾘｵ FC  LIEN

339 小学生女子（3年～4年） 18022 0:07:53 北川 紗優 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾕ -

340 小学生女子（3年～4年） 18031 0:07:58 関川 莉良 ｾｷｶﾜ ﾘﾗ -

341 小学生女子（3年～4年） 18024 0:07:58 稲毛 瑠杏 ｲﾅｹﾞ ﾙｱ 市原ＡＣ

342 小学生女子（3年～4年） 18075 0:08:07 松永　成美 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾙﾐ 本町小学校

343 小学生女子（3年～4年） 18043 0:08:11 増井 菜絵 ﾏｽｲ ﾅｴ 桜田小学校

344 小学生女子（3年～4年） 18052 0:08:17 秋吉　咲希 ｱｷﾖｼ ｻｷ 久喜小学校

345 小学生女子（3年～4年） 18039 0:08:18 金子 奈央 ｶﾈｺ ﾅｵ -

346 小学生女子（3年～4年） 18037 0:08:19 福元 可愛 ﾌｸﾓﾄ ｴﾉ 下館小学校

347 小学生女子（3年～4年） 18071 0:08:19 大宮　永波 ｵｵﾐﾔ ﾄﾜ 江面第一小学校

348 小学生女子（3年～4年） 18034 0:08:20 加世田 唯愛 ｶｾﾀﾞ ﾕｱ ＫＳＵ

349 小学生女子（3年～4年） 18109 0:08:21 岩本　和 ｲﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 加須南小学校

350 小学生女子（3年～4年） 18096 0:08:24 相澤　沙織里 ｱｲｻﾞﾜ ｻｵﾘ 鷲宮小学校



351 小学生女子（3年～4年） 18064 0:08:31 荻島 美空 ｵｷﾞｼﾏ ﾐｸ 太田小学校

352 小学生女子（3年～4年） 18032 0:08:37 宮崎 愛生 ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ 白岡西小学校

353 小学生女子（3年～4年） 18044 0:08:43 田口 悠珠 ﾀｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 伊奈南

354 小学生女子（3年～4年） 18080 0:08:47 岩﨑 輝亜 ｲﾜｻｷ ﾀﾞｲｱ 青毛小学校

355 小学生女子（3年～4年） 18041 0:08:50 田中 美咲 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ -

356 小学生女子（3年～4年） 18018 0:08:50 大谷津 愛華 ｵｵﾔﾂ ｱｲｶ 東鷲宮小学校

357 小学生女子（3年～4年） 18003 0:08:51 遠藤 瑞季 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 久喜市立太田小学校

358 小学生女子（3年～4年） 18095 0:09:02 増渕　花音 ﾏｽﾌﾞﾁ ｶﾉﾝ 栗橋小学校

359 小学生女子（3年～4年） 18112 0:09:04 瀬﨑　蒼依 ｾｻﾞｷ ｱｵｲ -

360 小学生女子（3年～4年） 18067 0:09:04 根本 晶 ﾈﾓﾄ ｱｷﾗ 太田小学校

361 小学生女子（3年～4年） 18093 0:09:10 丸碆 夏鈴 ﾏﾙﾊﾞｴ ｶﾘﾝ 栗橋南小学校

362 小学生女子（3年～4年） 18056 0:09:16 勝俣　芽衣 ｶﾂﾏﾀ ﾒｲ 久喜小学校

363 小学生女子（3年～4年） 18066 0:09:18 土井 彩愛 ﾄﾞｲ ｱﾔﾅ 太田小学校

364 小学生女子（3年～4年） 18009 0:09:24 石川 心琴 ｲｼｶﾜ ﾐｺﾄ 栗橋小学校

365 小学生女子（3年～4年） 18016 0:09:26 渋谷 芽結 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲ 久喜友誠館

366 小学生女子（3年～4年） 18046 0:09:31 小沢 陽香 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｶ -

367 小学生女子（3年～4年） 18059 0:09:32 田中　結心 ﾀﾅｶ ﾕｳﾐ 久喜小学校

368 小学生女子（3年～4年） 18107 0:09:34 阪尾　綾音 ｻｶｵ ｱﾔﾈ 久喜友誠館

369 小学生女子（3年～4年） 18094 0:09:36 千葉　夏希 ﾁﾊﾞ ﾅﾂｷ 栗橋小学校

370 小学生女子（3年～4年） 18030 0:09:36 小川 碧月 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 桶川加納小

371 小学生女子（3年～4年） 18088 0:09:39 長谷川　友愛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｱ 小林小学校

372 小学生女子（3年～4年） 18072 0:09:39 小山　祐依 ｺﾔﾏ ﾕｲ 江面第二小学校

373 小学生女子（3年～4年） 18051 0:09:42 青木　弥乃里 ｱｵｷ ﾐﾉﾘ 久喜小学校

374 小学生女子（3年～4年） 18058 0:09:42 佐久間　心咲 ｻｸﾏ ﾐｻｷ 久喜小学校

375 小学生女子（3年～4年） 18086 0:09:46 五十嵐 茉白 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｼﾛ 久喜北小学校

376 小学生女子（3年～4年） 18065 0:09:46 柏木 空 ｶｼﾜｷﾞ ｿﾗ 太田小学校

377 小学生女子（3年～4年） 18074 0:09:50 成田　美優 ﾅﾘﾀ ﾐﾕ 本町小学校

378 小学生女子（3年～4年） 18087 0:09:51 岸　楓 ｷｼ ｶｴﾃﾞ 小林小学校

379 小学生女子（3年～4年） 18078 0:09:52 久保　陽乃 ｸﾎﾞ ﾋﾅﾉ 青葉小学校

380 小学生女子（3年～4年） 18014 0:09:54 添野 葵以 ｿｴﾉ ｱｵｲ 久喜市立菖蒲東小学校

381 小学生女子（3年～4年） 18060 0:09:55 露﨑　友萌 ﾂﾕｻﾞｷ ﾄﾓｴ 久喜小学校

382 小学生女子（3年～4年） 18089 0:09:56 藤浪　爽 ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾜ 小林小学校

383 小学生女子（3年～4年） 18006 0:09:56 斉藤 陽香 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 久喜市桜田小学校

384 小学生女子（3年～4年） 18084 0:09:58 畑 りつか ﾊﾀ ﾘﾂｶ 青毛小学校

385 小学生女子（3年～4年） 18104 0:09:59 田中 結衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 東鷲宮小学校

386 小学生女子（3年～4年） 18106 0:09:59 松本 結花 ﾏﾂﾓﾄﾕｲｶ 東鷲宮小学校

387 小学生女子（3年～4年） 18036 0:10:01 鳩貝 美空 ﾊﾄｶﾞｲ ﾐｿﾗ 五霞東小学校

388 小学生女子（3年～4年） 18061 0:10:02 永野　妃那 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ 久喜小学校

389 小学生女子（3年～4年） 18033 0:10:04 山口 美月 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 慈恩寺小学校

390 小学生女子（3年～4年） 18021 0:10:05 庭 千尋 ﾆﾜ ﾁﾋﾛ 青毛小学校

391 小学生女子（3年～4年） 18013 0:10:10 金古 多映子 ｶﾈｺ ﾀｴｺ 久喜市立砂原小学校

392 小学生女子（3年～4年） 18050 0:10:12 野沢 美海 ﾉｻﾞﾜ ﾐﾐ 鹿沼東

393 小学生女子（3年～4年） 18085 0:10:13 竹山　向日葵 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾏﾘ 久喜東小学校

394 小学生女子（3年～4年） 18055 0:10:15 大村　理心 ｵｵﾑﾗ ﾘﾐ 久喜小学校

395 小学生女子（3年～4年） 18101 0:10:16 佐藤 もも ｻﾄｳ ﾓﾓ 東鷲宮小学校

396 小学生女子（3年～4年） 18040 0:10:22 森 理緒 ﾓﾘ ﾘｵ -

397 小学生女子（3年～4年） 18010 0:10:22 加藤 美寿希 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ チーム寿々子

398 小学生女子（3年～4年） 18029 0:10:25 小島 麗愛 ｺｼﾞﾏ ﾚｱ -

399 小学生女子（3年～4年） 18090 0:10:26 荒井 優空 ｱﾗｲ ﾕｳｱ 三箇小学校

400 小学生女子（3年～4年） 18073 0:10:26 邊見　成琉 ﾍﾝﾐ ﾅﾙ 江面第二小学校

401 小学生女子（3年～4年） 18110 0:10:28 荒井　優里 ｱﾗｲ ﾕﾘ 久喜東小学校

402 小学生女子（3年～4年） 18077 0:10:29 北浦　実叶子 ｷﾀｳﾗ ﾐｶｺ 青葉小学校

403 小学生女子（3年～4年） 18098 0:10:30 原田　紫月 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾂﾞｸ 砂原小学校

404 小学生女子（3年～4年） 18054 0:10:33 伊藤　優花 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 久喜小学校

405 小学生女子（3年～4年） 18002 0:10:34 大作　菜々花 - 山中グループ

406 小学生女子（3年～4年） 18057 0:10:39 金井　千紘 ｶﾅｲ ﾁﾋﾛ 久喜小学校

407 小学生女子（3年～4年） 18081 0:10:41 木村 真悠 ｷﾑﾗ ﾏﾕ 青毛小学校

408 小学生女子（3年～4年） 18068 0:10:42 増田 紗也加 ﾏｽﾀﾞ ｻﾔｶ 太田小学校

409 小学生女子（3年～4年） 18070 0:10:43 山本 奈歩 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎ 太田小学校



410 小学生女子（3年～4年） 18062 0:10:46 蓮見　紫陽花 ﾊｽﾐ ｼﾖｶ 久喜小学校

411 小学生女子（3年～4年） 18011 0:10:46 高塚 律 ﾀｶﾂｶ ﾀｹｼ 栗橋小学校

412 小学生女子（3年～4年） 18069 0:10:46 宮川 明 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｲ 太田小学校

413 小学生女子（3年～4年） 18100 0:10:47 木村 佳澄 ｷﾑﾗ ｶｽﾐ 東鷲宮小学校

414 小学生女子（3年～4年） 18099 0:10:52 原田　柚凛 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾘ 砂原小学校

415 小学生女子（3年～4年） 18092 0:10:54 川口　莉央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 菖蒲東小学校

416 小学生女子（3年～4年） 18063 0:10:56 山家　あやな ﾔﾏｲｴ ｱﾔﾅ 久喜小学校

417 小学生女子（3年～4年） 18105 0:11:04 原田 陽真莉 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾏﾘ 東鷲宮小学校

418 小学生女子（3年～4年） 18047 0:11:04 篠崎 心晴 ｼﾉｻﾞｷ ｺﾊﾙ -

419 小学生女子（3年～4年） 18103 0:11:05 須藤 愛美 ｽﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 東鷲宮小学校

420 小学生女子（3年～4年） 18035 0:11:10 柴崎 胡春 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｺﾊﾙ -

421 小学生女子（3年～4年） 18028 0:11:24 小島 優愛 ｺｼﾞﾏ ﾕｱ -

422 小学生女子（3年～4年） 18097 0:11:28 渡辺　花彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 鷲宮小学校

423 小学生女子（3年～4年） 18025 0:11:28 増川 美弥 ﾏｽｶﾜ ﾐﾔ チ－ム妖怪

424 小学生女子（3年～4年） 18020 0:11:32 成瀬 葵 ﾅﾙｾ ｱｵｲ -

425 小学生女子（3年～4年） 18004 0:11:40 高橋 結 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 桜田小学校

426 小学生女子（3年～4年） 18045 0:11:45 梶原 衣央里 ｶｼﾞﾜﾗ ｲｵﾘ 桜田小

427 小学生女子（3年～4年） 18015 0:11:46 木村 安祐美 ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 桜田小学校

428 小学生女子（3年～4年） 18005 0:11:52 高瀬 心友 ﾀｶｾ ﾐﾕｳ 東鷲宮小学校

429 小学生女子（3年～4年） 18027 0:11:57 ＧＡＲＣＩＡ ＩＳＡＢＥＬＬＥｶﾞﾙｼｱ ｲｻﾞﾍﾞﾙ 横田ストライダ

430 小学生女子（3年～4年） 18079 0:14:16 伊藤 未琴 ｲﾄｳ ﾐｺﾄ 青毛小学校

431 小学生女子（3年～4年） 18076 0:19:10 大平　苺華 ｵｵﾋﾗ ﾏｲｶ 青葉小学校


