
- 第2回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般男子（５０歳代以上）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:40:00

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25秒1 石井 英和10052 ゴキちゃんクラｲｼｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

10分34秒2 大内 利典10051 明健小学校教員ｵｵｳﾁ ﾄｼﾉﾘ

10分39秒3 冨田 正伸10016 Athletics Clubﾄﾐﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ

10分57秒4 市川 豊10032 大袋走友会ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ

11分05秒5 山崎 進10033 久喜聖地化プロﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ

11分10秒6 遠藤　肇10074 カゴメ茨城ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ

11分14秒7 金子 和弘10044 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

11分48秒8 藤田 仁10029 たまごＲＣﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ

11分57秒9 森下 智10050 布施郵便局ﾓﾘｼﾀ ｻﾄｼ

12分03秒10 加藤 和寿10018 チーム寿々子ｶﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ

12分11秒11 大嶋 健一10039 日高高根ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ

12分25秒12 松井　孝介10070 掛川愛ＲＵＮ人ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ

12分28秒13 吉田 寿文10024 リガクﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ

13分05秒14 須田 惠一10020 チーム・ダースーｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ

13分09秒15 深野 健一10046 サンケン電気ﾌｶﾉ ｹﾝｲﾁ

13分24秒16 萩原 邦男10030 吉村油化学ﾊｷﾞﾜﾗ ｸﾆｵ

13分28秒17 竹林 宏10038 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

13分34秒18 河原木 儀蔵10034 東光高岳ｶﾜﾗｷﾞ ｷﾞｿﾞｳ

13分44秒19 深津 章10012 あっくんずﾌｶﾂ ｱｷﾗ

13分54秒20 中山　千雅史10066 ﾅｶﾔﾏ ﾁｶｼ

14分46秒21 坂本 龍一10054 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

15分08秒22 樋口 寛10021 大日本印刷ﾋｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

15分20秒23 亀岡 和裕10022 無ｶﾒｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ

15分24秒24 三宮 正弘10031 埼玉マスターズﾐﾂﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ

15分40秒25 川村 剛10010 スタップサービスｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ

15分41秒26 酒井　春雄10063 久喜市立江面第一小学校ｻｶｲ ﾊﾙｵ

15分53秒27 常川 与四男10047 ﾂﾈｶﾜ ﾖｼｦ

16分04秒28 横尾　清信10062 ﾖｺｵ ｾｲｼﾝ

16分11秒29 井出　廣久10057 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾋｻ

16分17秒30 阿部 耕平10045 久喜支店ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ

16分21秒31 稲葉　隆則10088 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ

17分00秒32 阿部　孝夫10058 福島荒井完走会ｱﾍﾞ ﾀｶｵ

17分02秒33 藤原　博美10084 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ

17分05秒34 山崎　幸雄10075 ﾔﾏｻｷ ﾕｷｵ

17分09秒35 大久保　康文10079 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾌﾐ

17分10秒36 森川 鏡一10023 池の台走友会ﾓﾘｶﾜ ｷﾖｳｲﾁ

17分20秒37 加藤　滋10073 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾙ

17分37秒38 仲村　薫10072 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ

17分39秒39 桜井　祐一郎10087 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

18分01秒40 片貝　正明10002 山中グループ

18分06秒41 小川 和彦10027 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ

18分13秒42 関口　義隆10083 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

18分15秒43 吉川　俊彦10085 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾋｺ

18分31秒44 緒方 信男10008 会社員ｵｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｵ

18分46秒45 内田 一10053 クラリオンｳﾁﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

18分48秒46 斉藤　正夫10068 ランＵ会ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ

18分53秒47 立原 栄二10019 ヒッポﾀﾁﾊﾗ ｴｲｼﾞ

19分11秒48 宮本　敏郎10059 鳩走会ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｵ

19分15秒49 竹内 尚彦10011 （株）ウインスターﾀｹｳﾁ ﾅｵﾋｺ

19分18秒50 木﨑　郁夫10077 ｷｻﾞｷ ｲｸｵ
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19分38秒51 久野 裕之10014 ミサワホームイングｸﾉ ﾋﾛﾕｷ

19分53秒52 林　米治10080 ﾊﾔｼ ﾖﾈｼﾞ

20分10秒53 蓮見　勝功10061 ﾊｽﾐ ｶﾂﾉﾘ

20分15秒54 錦　和彦10065 埼玉りそな銀行ﾆｼｷ ｶｽﾞﾋｺ

20分15秒55 石川 勝10017 無所属ｲｼｶﾜ ﾏｻﾙ

20分20秒56 佐藤 正治10041 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

20分32秒57 榎本　久仁彦10076 ｴﾉﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

20分41秒58 金子　房雄10078 ｶﾈｺ ﾌｻｵ

20分57秒59 川名　弘一10004 山中グループ

21分10秒60 木村　博道10071 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ

21分15秒61 篠原　諭10064 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄｼ

21分27秒62 友菊　博10005 山中グループ

21分27秒63 若林　央10001 山中グループ

22分24秒64 鈴木　信彦10060 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

22分36秒65 布　史郎10067 ﾇﾉ ｼﾛｳ

22分39秒66 小山口　修身10082 ｺﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾐ

24分21秒67 住谷 富雄10026 ｽﾐﾔ ﾄﾐｵ

24分47秒68 大友 秀吉10040 ｵｵﾄﾓ ﾋﾃﾞﾖｼ

25分43秒69 横山　健二10003 山中グループ

25分43秒70 小島　達也10006 山中グループ

30分14秒71 杉田　裕之10069 武蔵野銀行久喜支店ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ
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