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２ｋｍ　小学生男子（３年～４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

7分01秒1 森尻 悠翔16076 栃木市大宮北ﾓﾘｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ

7分13秒2 渡部 智義16078 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ

7分21秒3 比嘉 大陽16012 FCリアンﾋｶﾞ ﾀﾞｲﾔ

7分25秒4 茂木 公志16068 アラマキッズﾓｷﾞ ｻﾄｼ

7分27秒5 鈴木 陽16014 FC LIENｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ

7分27秒6 佐藤 怜也16005 FCリアンｻﾄｳ ﾚｲﾔ

7分29秒7 石井 琉之介16077 東葛ＲＣｲｼｲ ﾘﾕｳﾉｽｹ

7分29秒8 関口 陽大16003 FC LIENｾｷｸﾞﾁ ﾖｳﾀ

7分31秒9 川口　楓太16145 砂原小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳﾀ

7分32秒10 加藤 柊星16070 久喜友誠館ｶﾄｳ ｼｭｳｾｲ

7分38秒11 冨田 瀧瑛16016 ＦＣ LIENﾄﾐﾀ ﾘｮｳｴｲ

7分46秒12 市川 晴渡16120 久喜北小学校ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ

7分47秒13 久保田 歩夢16054 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ

7分49秒14 大森 一樹16062 豊秋小学校ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ

7分51秒15 中山　瑞稀16119 久喜東小学校ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

7分57秒16 比企 凰次朗16031 久喜友誠館陸上クラブﾋｷ ｵｳｼﾞﾛｳ

7分59秒17 倉町 幸利16004 FC　リアンｸﾗﾏﾁ ﾕｷﾄ

8分00秒18 平子 侑輝16071 花崎北小ﾋﾗｺ ﾕｳｷ

8分07秒19 川口 朔16065 東鷲宮小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ

8分09秒20 敷樋　向紀16131 栢間小学校ｼｷﾋ ｺｳｷ

8分11秒21 鍵山 琉星16067 ???????ｶｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ

8分12秒22 中津　晃希16159 杉戸町立杉戸小学校ﾅｶﾂ ｺｳｷ

8分13秒23 鈴木　成16114 青葉小学校ｽｽﾞｷ ﾅﾙ

8分14秒24 田村　竜吾16109 本町小学校ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ

8分15秒25 服部 信之介16155 東鷲宮小学校ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾉｽｹ

8分15秒26 柏原 蒼士16022 runｶｼﾊﾗ ｱｵｼ

8分15秒27 ラッド　パトリック昌16157 友誠会陸上クラブﾗｯﾄﾞ ﾊﾟﾄﾘｯｸｼｮｳ

8分16秒28 高橋 空也16059 浦安東野小学校ﾀｶﾊｼ ｸｳﾔ

8分16秒29 田中 樹16154 東鷲宮小学校ﾀﾅｶ ｲﾂｷ

8分16秒30 稲村　亮佑16138 栗橋小学校ｲﾅﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

8分17秒31 小熊　寿海生16124 久喜市立菖蒲小学校ｵｸﾞﾏ ｽｶｲ

8分17秒32 竹原 寛太16049 チ－ム妖怪ﾀｹﾊﾗ ｶﾝﾀ

8分17秒33 野村 颯太16127 三箇小学校ﾉﾑﾗ ｿｳﾀ

8分19秒34 髙松　条太郎16103 江面第一小学校ﾀｶﾏﾂ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

8分20秒35 市村 晴太郎16048 チ－ム妖怪ｲﾁﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ

8分20秒36 足立 莉久16061 桶川ＷＲＣｱﾀﾞﾁ ﾘｸ

8分20秒37 小林 聖16096 太田小学校ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ

8分22秒38 笈沼 知広16056 栗橋南小学校ｵｲﾇﾏ ﾁﾋﾛ

8分23秒39 田川 勇志郎16044 目黒東山小ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｼﾛｳ

8分24秒40 土田 カイル16019 久喜市立桜田小学校ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾙ

8分25秒41 関口 空良16075 鴻茎小学校ｾｷｸﾞﾁ ｿﾗ

8分26秒42 三次 耕平16045 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ

8分29秒43 伊笹 孝16046 ｲｻﾞｻ ﾀｶｼ

8分29秒44 佐藤　亮太16086 久喜小学校ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

8分32秒45 田島 蒼平16018 桶川西小学校ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾍｲ

8分34秒46 鈴木　佑太16115 青葉小学校ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

8分37秒47 菅家　海翔16088 久喜小学校ｽｶﾞﾔ ｶｲﾄ

8分39秒48 野村 朋生16057 チ－ム妖怪ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ

8分40秒49 濵﨑　琉斗16092 久喜小学校ﾊﾏｻｷ ﾘｭｳﾄ

8分47秒50 飯野　裕太16107 本町小学校ｲｲﾉ ﾕｳﾀ
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8分48秒51 角田 朝陽16007 幸手市立長倉小学校ﾂﾉﾀﾞ ｱｻﾋ

8分49秒52 加藤　優太16160 久喜北小学校ｶﾄｳ ﾕｳﾀ

8分49秒53 野原　夢生16110 本町小学校ﾉﾊﾗ ﾕｳｷ

8分51秒54 川東 歩夢16095 太田小学校ｶﾜﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ

8分52秒55 坂牧 瑛太16121 久喜北小学校ｻｶﾏｷ ｴｲﾀ

8分53秒56 島口 拓也16009 太田小学校ｼﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

8分54秒57 田中 悠登16047 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

8分54秒58 櫻井 颯人16152 東鷲宮小学校ｻｸﾗｲ ﾊﾔﾄ

8分54秒59 印南　結史16106 江面第二小学校ｲﾝﾅﾐ ﾕｲﾄ

8分55秒60 藤澤 友陽16082 栗橋小学校ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾊﾙ

8分55秒61 髙橋　慶行16090 久喜小学校ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ

8分58秒62 宮島　龍樹16148 砂原小学校ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｷ

8分59秒63 清水 歩16017 久喜東ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ

9分07秒64 志間　悠文16147 砂原小学校ｼﾏ ﾋｻﾌﾐ

9分07秒65 手塚 洋佑16079 泰平小学校ﾃﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ

9分07秒66 太田　琉希16083 久喜小学校ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ

9分07秒67 坂田　瑛基16118 久喜東小学校ｻｶﾀ ｴｲｷ

9分07秒68 倉持 勇太16011 友誠館ｸﾗﾓﾁ ﾕｳﾀ

9分08秒69 歌代 悠希16038 栗橋小学校ｳﾀｼﾛ ﾕｳｷ

9分09秒70 須田　智己16089 久喜小学校ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ

9分10秒71 野﨑　稜矢16091 久喜小学校ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾔ

9分10秒72 牧野　絢也16143 上内小学校ﾏｷﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

9分11秒73 柴本　健誠16142 上内小学校ｼﾊﾞﾓﾄ ｹﾝｾｲ

9分11秒74 佐久間 愛大16032 佐久間RCｻｸﾏ ｱｲﾄ

9分11秒75 齊藤 快16030 寄居小学校ｻｲﾄｳ ｶｲ

9分11秒76 佐々木 慧成16063 栗橋小ｻｻｷ ｹｲｾｲ

9分13秒77 野川　暖16125 小林小学校ﾉｶﾞﾜ ﾀﾞﾝ

9分14秒78 紙谷 有輝16002 FCリアンｶﾐﾔ ﾕｳｷ

9分17秒79 髙橋　宇靖16102 江面第一小学校ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾔｽ

9分19秒80 川﨑　結仁16135 菖蒲東小学校ｶﾜｻｷ ﾕｲﾄ

9分21秒81 高橋　利知16116 青葉小学校ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ

9分21秒82 木野内 秀俊16072 泰平小学校ｷﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ

9分22秒83 岡野 彪琉16025 所沢小ｵｶﾉ ﾀｹﾙ

9分23秒84 加藤　涼介16130 栢間小学校ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

9分25秒85 大塚　智16129 栢間小学校ｵｵﾂｶ ｻﾄﾙ

9分26秒86 佐藤　伸哉16085 久喜小学校ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

9分27秒87 ＧＡＲＣＩＡ ＥＬＩ16052 横田ストライダｶﾞﾙｼｱ ｲｰﾗｲ

9分29秒88 上原　幸響16128 栢間小学校ｳｴﾊﾗ ｻｷｮｳ

9分29秒89 北畠 敬介16008 久喜東小学校ｷﾀﾊﾞﾀｹ ｷｮｳｽｹ

9分30秒90 小野田 裕輝16055 杉戸小学校ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ

9分30秒91 青木 椋大16027 さいたま市立原山小学校ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ

9分32秒92 阿部　聡16133 菖蒲東小学校ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

9分33秒93 鈴木 拓真16026 ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

9分37秒94 横山 和哉16098 太田小学校ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

9分37秒95 多田 裕介16006 久喜北小学校ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ

9分38秒96 入江 陽一16015 羽生北小学校ｲﾘｴ ﾖｳｲﾁ

9分39秒97 江原　光希16100 江面第一小学校ｴﾊﾗ ｺｳｷ

9分40秒98 江畑　涼眞16099 江面第一小学校ｴﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾏ

9分43秒99 深井 陽翔16066 ﾌｶｲ ﾊﾙﾄ

9分44秒100 松村 隼斗16043 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾔﾄ
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9分45秒101 渋谷 羽琉16039 久喜友誠館ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙ

9分45秒102 渡辺 無限16069 久喜東小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑｹﾞﾝ

9分52秒103 湯浅 秀翔16060 ﾕｱｻ ｼｭｳﾄ

9分53秒104 平山　希悠16139 栗橋小学校ﾋﾗﾔﾏ ｷﾊﾙ

10分04秒105 大熊　月人16001 山中グループ

10分05秒106 宮本　樹16111 本町小学校ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

10分05秒107 浜本 直哉16081 久喜東小学校ﾊﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ

10分06秒108 山川　陽斗16161 桜田小学校ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄ

10分07秒109 齋藤　翼16140 上内小学校ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

10分08秒110 増田　颯士16104 江面第一小学校ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ

10分08秒111 大泉　陽暉16113 青葉小学校ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ

10分08秒112 向嶌 千陽16074 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ

10分09秒113 須賀　智久16087 久喜小学校ｽｶﾞ ﾄﾓﾋｻ

10分09秒114 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ 16051 横田ストライダﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾒｲｿﾝｶｲ

10分10秒115 吉田　恵太16105 江面第一小学校ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ

10分11秒116 濵﨑 諒人16122 久喜北小学校ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳﾄ

10分13秒117 酒井　昴太16146 砂原小学校ｻｶｲ ｺｳﾀ

10分14秒118 藤本 瞬16097 太田小学校ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝ

10分16秒119 嶋田　陵汰16136 菖蒲東小学校ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

10分16秒120 井濃内 瑛16149 東鷲宮小学校ｲﾉｳﾁ ｱｷﾗ

10分17秒121 小野寺 慶16058 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

10分17秒122 渡辺 圭汰16073 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ

10分18秒123 高徳 大輔16041 ﾀｶﾄｸ ﾀﾞｲｽｹ

10分18秒124 安藤 嘉伸16029 栗橋小学校ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ

10分23秒125 阿部 真輝16094 太田小学校ｱﾍﾞ ﾅｵｷ

10分38秒126 熊倉 謙信16080 ｸﾏｸﾗ ｹﾝｼﾝ

10分39秒127 大石 和弥16035 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾔ

10分40秒128 増川 航太16050 チ－ム妖怪ﾏｽｶﾜ ｺｳﾀ

10分41秒129 黒澤 駿介16021 桜田小学校ｸﾛｻﾜ ｼｭﾝｽｹ

10分50秒130 中山　慶悟16158 久喜小学校ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺﾞ

10分50秒131 山之内　颯希16093 久喜小学校ﾔﾏﾉｳﾁ ｿｳｷ

11分07秒132 大木 颯16024 久喜市立砂原小学校ｵｵｷ ﾊﾔﾃ

11分11秒133 大竹　智久16084 久喜小学校ｵｵﾀｹ ﾄﾓﾋｻ

11分13秒134 大友 悠16064 ｵｵﾄﾓ ﾕｳ

11分17秒135 染谷 勇瑠16153 東鷲宮小学校ｿﾒﾔ ﾀｹﾙ

11分20秒136 佐藤　温起16141 上内小学校ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

11分22秒137 金子 恭己16040 ｶﾈｺ ﾐﾂﾐ

11分24秒138 杉浦　舶斗16108 本町小学校ｽｷﾞｳﾗ ﾊｸﾄ

11分39秒139 信太 修一郎16010 久喜小学校ｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

11分49秒140 内田　獅寿翔16144 砂原小学校ｳﾁﾀﾞ ｼｽﾞﾄ

11分58秒141 ＷＡＴＴＳ ＢＲＹＣＥ16053 横田ストライダﾜｯﾂ ﾌﾞﾗｲｽ

12分06秒142 村田 大空16028 栗橋小学校ﾑﾗﾀ ﾀｸ

12分54秒143 小野目 尚人16036 正傳寺ｵﾉﾒ ﾅｵﾄ
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