
- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生男子（５年～６年）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:00:00

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

6分27秒1 新井　健斗15063 久喜小学校ｱﾗｲ ｹﾝﾄ

6分36秒2 新井 皐大15010 プラチナACｱﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ

6分43秒3 新井 虎次郎15037 アラマキッズｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ

6分48秒4 西井戸　快15123 青毛小学校ﾆｼｲﾄﾞ ｶｲ

6分49秒5 片岡 遼哉15034 馬宮東小学校ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾔ

6分55秒6 佐藤　瞭15120 久喜ジュニア陸上クラブｻﾄｳ ﾘｮｳ

6分55秒7 加藤 大晴15045 久喜友誠館ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

6分58秒8 小熊　琉聖15091 久喜市立菖蒲小学校ｵｸﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ

7分02秒9 郡司龍海15082 清久小学校ｸﾞﾝｼﾞ ﾀﾂﾐ

7分03秒10 小林 星七15074 太田小学校ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

7分11秒11 田川 誠志郎15035 目黒東山小ﾀｶﾞﾜ ｾｲｼﾛｳ

7分12秒12 平澤 朱門15005 久喜市立菖蒲小学校ﾋﾗｻﾜ ｼｭﾓﾝ

7分12秒13 小林 海斗15028 久喜友誠館ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

7分13秒14 金子 京平15051 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ

7分19秒15 横田 瑞生15009 久喜市立久喜東小学校ﾖｺﾀ ﾐｽﾞｷ

7分19秒16 大谷津 匡助15030 東鷲宮小学校ｵｵﾔﾂ ﾀﾀﾞｽｹ

7分21秒17 氏田 優生15039 ｳｼﾞﾀ ﾕｳｷ

7分24秒18 及川 雄翔15038 清新ＪＡＣｵｲｶﾜ ﾕｳﾄ

7分25秒19 木村 蕗泉15047 ＭＦｷﾑﾗ ﾛｲ

7分25秒20 黒木 悠汰15088 久喜北小学校ｸﾛｷ ﾕｳﾀ

7分27秒21 鍵山 光琉15044 ???????ｶｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ

7分28秒22 及川 直哉15043 美杉台小学校ｵｲｶﾜ ﾅｵﾔ

7分28秒23 新井 雄大15048 ファイト川越ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ

7分29秒24 村山 勝哉15052 市川市曽谷小ﾑﾗﾔﾏ ｶﾂﾔ

7分31秒25 高野　陸斗15093 小林小学校ﾀｶﾉ ﾘｸﾄ

7分32秒26 松本　隼輝15096 小林小学校ﾏﾄﾓﾄ ﾊﾙ

7分32秒27 ＧＡＲＣＩＡ ＩＳＡＡＣ15041 横田ストライダｶﾞﾙｼｱ ｱｲｾﾞｯｸ

7分35秒28 池田　涼馬15127 さいたま市立城北小学校ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

7分36秒29 松林 巧磨15089 久喜北小学校ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

7分38秒30 谷藤 夏樹15019 久喜市青毛小学校ﾀﾆﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ

7分38秒31 阪尾　日南太15122 久喜友誠館ｻｶｵ ﾋﾅﾀ

7分39秒32 山崎　晴矢15109 栗橋小学校ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾔ

7分39秒33 柴沼　晴輝15105 久喜友誠館ｼﾊﾞﾇﾏ ﾊﾙｷ

7分40秒34 今村 陸斗15053 しらこばと陸上ｲﾏﾑﾗ ﾘｸﾄ

7分41秒35 鈴木 優斗15076 太田小学校ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

7分41秒36 大川 暁星15027 鷲宮小学校ｵｵｶﾜ ｱｷﾄｼ

7分44秒37 深谷 海生15025 栗橋小学校ﾌｶﾔ ﾐｽﾞｷ

7分45秒38 関根　大揮15086 青毛小学校ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ

7分47秒39 加世田 愛斗15046 ＲＵＮＲＵＮｶｾﾀﾞ ｱｲﾄ

7分54秒40 森本　彩太15125 加須市立田ケ谷小ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔﾄ

7分55秒41 小林　亮太15102 菖蒲東小学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

7分55秒42 巻島　陽15070 久喜小学校ﾏｷｼﾏ ﾋﾅﾀ

7分57秒43 吉野　聡太15084 青葉小学校ﾖｼﾉ ｿｳﾀ

7分58秒44 遠藤悠15079 清久小学校ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ

8分02秒45 斉藤 大樹15003 久喜市立桜田小学校ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ

8分08秒46 金子敬一朗15081 清久小学校ｶﾈｺ ｹｲｲﾁﾛｳ

8分10秒47 大竹 悠馬15008 川越市立古谷小学校ｵｵﾀｹ ﾕｳﾏ

8分13秒48 中村 龍輝15012 久喜市立太田小学校ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ

8分14秒49 豊田　七音15094 小林小学校ﾄﾖﾀ ﾅｵﾄ

8分16秒50 中村　琉生15092 久喜市立菖蒲小学校ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
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8分17秒51 芝嵜 隼輔15013 久喜市立太田小学校ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ

8分22秒52 濵田　想之介15069 久喜小学校ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾉｽｹ

8分23秒53 藤田　楓15107 栗橋小学校ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

8分26秒54 高村 樹15119 東鷲宮小学校ﾀｶﾑﾗ ﾀﾂｷ

8分28秒55 西本 桜太朗15058 ﾆｼﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ

8分28秒56 柏原 樹15007 runｶｼﾊﾗ ｲﾂｷ

8分30秒57 岡安　一心15126 江面第二小学校ｵｶﾔｽ ｲｯｻ

8分30秒58 小河原空羽15080 清久小学校ｵｶﾞﾜﾗ ｸｳ

8分33秒59 野本　晴貴15101 栢間小学校ﾉﾓﾄ ﾊﾙｷ

8分35秒60 白石 光15075 太田小学校ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ

8分40秒61 ＷＡＴＴＳ ＺＡＣＨ15042 横田ストライダﾜｯﾂ ｻﾞｯｸ

8分42秒62 秋山　寬汰15078 江面第一小学校ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾀ

8分43秒63 栗本 大雅15056 ｸﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

8分44秒64 大沼　波央15115 砂原小学校ｵｵﾇﾏ ﾐｵ

8分44秒65 鳩貝 猛斗15049 五霞東小学校ﾊﾄｶﾞｲ ﾀｹﾄ

8分46秒66 小島　柊15087 久喜東小学校ｺｼﾞﾏ ｼｭｳ

8分50秒67 中村　圭吾15068 久喜小学校ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ

8分50秒68 田村 雄大15050 菖蒲東小学校ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

8分51秒69 向井 遥城15004 江面第一小学校ﾑｶｲ ﾊﾙｷ

8分52秒70 太田　亜唯夢15064 久喜小学校ｵｵﾀ ｱｲﾑ

8分55秒71 田中 優希15057 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

8分55秒72 篠原　主都15103 菖蒲東小学校ｼﾉﾊﾗ ﾕｷﾄ

8分56秒73 大洞　雄真15090 久喜市立菖蒲小学校ｵｵﾎﾞﾗ ﾕｳﾏ

8分57秒74 永井　慶路15100 栢間小学校ﾅｶﾞｲ ｹｲｼﾞ

8分59秒75 折原 正希15073 太田小学校ｵﾘﾊﾗ ﾏｻｷ

9分01秒76 齋木　陽斗15099 栢間小学校ｻｲｷ ﾊﾙﾄ

9分02秒77 古川 煌15021 久喜市立青毛小学校ﾌﾙｶﾜ ｺｳ

9分08秒78 大手　柊凪15110 上内小学校ｵｵﾃ ｼｭｳﾅ

9分10秒79 斉藤 智大15118 東鷲宮小学校ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

9分11秒80 山本 陸斗15055 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ

9分12秒81 堤 知樹15032 ﾂﾂﾐ ﾄﾓｷ

9分12秒82 高橋 蓮15023 久喜市立青毛小学校ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ

9分13秒83 長谷部　陸仁15095 小林小学校ﾊｾﾍﾞ ﾘｸﾄ

9分18秒84 金子　昇平15098 栢間小学校ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ

9分20秒85 飯塚　洸揮15097 栢間小学校ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｷ

9分25秒86 久保谷 翔悟15022 久喜市立青毛小学校ｸﾎﾞﾔ ｼｮｳｺﾞ

9分26秒87 堤 力樹15031 ﾂﾂﾐ ﾘｷ

9分28秒88 植村　尚平15113 砂原小学校ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

9分28秒89 福島　史門15106 栗橋小学校ﾌｸｼﾏ ｼﾓﾝ

9分28秒90 山口 穂人15011 久喜市青毛小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾋﾄ

9分28秒91 鈴木 心太15017 久喜市立青毛小学校ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀ

9分29秒92 岡田　康平15066 久喜小学校ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ

9分40秒93 川上　慶太15067 久喜小学校ｶﾜｶﾐ ｹｲﾀ

9分41秒94 中島 健吾15020 久喜市立青毛小学校ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ

9分42秒95 金子 玄宗15029 ｶﾈｺ ﾊﾙﾑﾈ

9分43秒96 横山 柊太15014 久喜市青毛小学校ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾀ

9分45秒97 小泉 優弥15059 内牧小学校ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ

9分45秒98 伊藤 拓実15018 久喜市立太田小学校ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

9分46秒99 阿部 敬人15071 太田小学校ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ

9分46秒100 雨宮　健晟15062 久喜小学校ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｾｲ
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9分47秒101 小笠原　悠也15065 久喜小学校ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾔ

9分49秒102 増井　莉玖15108 栗橋小学校ﾏｽｲ ﾘｸ

9分50秒103 池谷 伊織15072 太田小学校ｲｹﾔ ｲｵﾘ

9分51秒104 西沢 優15016 久喜市立太田小学校ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ

9分52秒105 榎本 煌貴15015 久喜市立太田小学校ｴﾉﾓﾄ ｺｳｷ

10分08秒106 嶋田　悠汰15104 菖蒲東小学校ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ

10分15秒107 山中　吾室15001 山中グループ

10分34秒108 成富 光太朗15024 杉戸町立高野台小学校ﾅﾘﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

10分35秒109 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ 15040 横田ストライダﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ｼﾞｪｲﾃﾞﾝﾘｭｳ

11分25秒110 佐藤　颯汰15111 上内小学校ｻﾄｳ ｿｳﾀ
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