
- 第2回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生女子（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22秒1 稲垣 潤18019 取手市白山小ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ

7分27秒2 野崎　美羽18113 久喜友誠館ﾉｻﾞｷ ﾐｳ

7分32秒3 伊藤 杏里18023 久喜友誠館ｲﾄｳ ｱﾝﾘ

7分38秒4 成澤 柚日18049 どりかむ太田ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ

7分41秒5 杉山 莉子18017 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｺ

7分52秒6 宅原 里桜18007 FC  LIENﾀｸﾊﾗ ﾘｵ

7分53秒7 北川 紗優18022 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾕ

7分58秒8 関川 莉良18031 ｾｷｶﾜ ﾘﾗ

7分58秒9 稲毛 瑠杏18024 市原ＡＣｲﾅｹﾞ ﾙｱ

8分07秒10 松永　成美18075 本町小学校ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾙﾐ

8分11秒11 増井 菜絵18043 桜田小学校ﾏｽｲ ﾅｴ

8分17秒12 秋吉　咲希18052 久喜小学校ｱｷﾖｼ ｻｷ

8分18秒13 金子 奈央18039 ｶﾈｺ ﾅｵ

8分19秒14 福元 可愛18037 下館小学校ﾌｸﾓﾄ ｴﾉ

8分19秒15 大宮　永波18071 江面第一小学校ｵｵﾐﾔ ﾄﾜ

8分20秒16 加世田 唯愛18034 ＫＳＵｶｾﾀﾞ ﾕｱ

8分21秒17 岩本　和18109 加須南小学校ｲﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ

8分24秒18 相澤　沙織里18096 鷲宮小学校ｱｲｻﾞﾜ ｻｵﾘ

8分31秒19 荻島 美空18064 太田小学校ｵｷﾞｼﾏ ﾐｸ

8分37秒20 宮崎 愛生18032 白岡西小学校ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｲ

8分43秒21 田口 悠珠18044 伊奈南ﾀｸﾞﾁ ﾕｽﾞ

8分47秒22 岩﨑 輝亜18080 青毛小学校ｲﾜｻｷ ﾀﾞｲｱ

8分50秒23 田中 美咲18041 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ

8分50秒24 大谷津 愛華18018 東鷲宮小学校ｵｵﾔﾂ ｱｲｶ

8分51秒25 遠藤 瑞季18003 久喜市立太田小学校ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

9分02秒26 増渕　花音18095 栗橋小学校ﾏｽﾌﾞﾁ ｶﾉﾝ

9分04秒27 瀬﨑　蒼依18112 ｾｻﾞｷ ｱｵｲ

9分04秒28 根本 晶18067 太田小学校ﾈﾓﾄ ｱｷﾗ

9分10秒29 丸碆 夏鈴18093 栗橋南小学校ﾏﾙﾊﾞｴ ｶﾘﾝ

9分16秒30 勝俣　芽衣18056 久喜小学校ｶﾂﾏﾀ ﾒｲ

9分18秒31 土井 彩愛18066 太田小学校ﾄﾞｲ ｱﾔﾅ

9分24秒32 石川 心琴18009 栗橋小学校ｲｼｶﾜ ﾐｺﾄ

9分26秒33 渋谷 芽結18016 久喜友誠館ｼﾌﾞﾔ ﾒｲ

9分31秒34 小沢 陽香18046 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

9分32秒35 田中　結心18059 久喜小学校ﾀﾅｶ ﾕｳﾐ

9分34秒36 阪尾　綾音18107 久喜友誠館ｻｶｵ ｱﾔﾈ

9分36秒37 千葉　夏希18094 栗橋小学校ﾁﾊﾞ ﾅﾂｷ

9分36秒38 小川 碧月18030 桶川加納小ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ

9分39秒39 長谷川　友愛18088 小林小学校ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｱ

9分39秒40 小山　祐依18072 江面第二小学校ｺﾔﾏ ﾕｲ

9分42秒41 青木　弥乃里18051 久喜小学校ｱｵｷ ﾐﾉﾘ

9分42秒42 佐久間　心咲18058 久喜小学校ｻｸﾏ ﾐｻｷ

9分46秒43 五十嵐 茉白18086 久喜北小学校ｲｶﾞﾗｼ ﾏｼﾛ

9分46秒44 柏木 空18065 太田小学校ｶｼﾜｷﾞ ｿﾗ

9分50秒45 成田　美優18074 本町小学校ﾅﾘﾀ ﾐﾕ

9分51秒46 岸　楓18087 小林小学校ｷｼ ｶｴﾃﾞ

9分52秒47 久保　陽乃18078 青葉小学校ｸﾎﾞ ﾋﾅﾉ

9分54秒48 添野 葵以18014 久喜市立菖蒲東小学校ｿｴﾉ ｱｵｲ

9分55秒49 露﨑　友萌18060 久喜小学校ﾂﾕｻﾞｷ ﾄﾓｴ

9分56秒50 藤浪　爽18089 小林小学校ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾜ
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9分56秒51 斉藤 陽香18006 久喜市桜田小学校ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ

9分58秒52 畑 りつか18084 青毛小学校ﾊﾀ ﾘﾂｶ

9分59秒53 田中 結衣18104 東鷲宮小学校ﾀﾅｶ ﾕｲ

9分59秒54 松本 結花18106 東鷲宮小学校ﾏﾂﾓﾄﾕｲｶ

10分01秒55 鳩貝 美空18036 五霞東小学校ﾊﾄｶﾞｲ ﾐｿﾗ

10分02秒56 永野　妃那18061 久喜小学校ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅ

10分04秒57 山口 美月18033 慈恩寺小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ

10分05秒58 庭 千尋18021 青毛小学校ﾆﾜ ﾁﾋﾛ

10分10秒59 金古 多映子18013 久喜市立砂原小学校ｶﾈｺ ﾀｴｺ

10分12秒60 野沢 美海18050 鹿沼東ﾉｻﾞﾜ ﾐﾐ

10分13秒61 竹山　向日葵18085 久喜東小学校ﾀｹﾔﾏ ﾋﾏﾘ

10分15秒62 大村　理心18055 久喜小学校ｵｵﾑﾗ ﾘﾐ

10分16秒63 佐藤 もも18101 東鷲宮小学校ｻﾄｳ ﾓﾓ

10分22秒64 森 理緒18040 ﾓﾘ ﾘｵ

10分22秒65 加藤 美寿希18010 チーム寿々子ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ

10分25秒66 小島 麗愛18029 ｺｼﾞﾏ ﾚｱ

10分26秒67 荒井 優空18090 三箇小学校ｱﾗｲ ﾕｳｱ

10分26秒68 邊見　成琉18073 江面第二小学校ﾍﾝﾐ ﾅﾙ

10分28秒69 荒井　優里18110 久喜東小学校ｱﾗｲ ﾕﾘ

10分29秒70 北浦　実叶子18077 青葉小学校ｷﾀｳﾗ ﾐｶｺ

10分30秒71 原田　紫月18098 砂原小学校ﾊﾗﾀﾞ ｼﾂﾞｸ

10分33秒72 伊藤　優花18054 久喜小学校ｲﾄｳ ﾕｳｶ

10分34秒73 大作　菜々花18002 山中グループ

10分39秒74 金井　千紘18057 久喜小学校ｶﾅｲ ﾁﾋﾛ

10分41秒75 木村 真悠18081 青毛小学校ｷﾑﾗ ﾏﾕ

10分42秒76 増田 紗也加18068 太田小学校ﾏｽﾀﾞ ｻﾔｶ

10分43秒77 山本 奈歩18070 太田小学校ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎ

10分46秒78 蓮見　紫陽花18062 久喜小学校ﾊｽﾐ ｼﾖｶ

10分46秒79 高塚 律18011 栗橋小学校ﾀｶﾂｶ ﾀｹｼ

10分46秒80 宮川 明18069 太田小学校ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｲ

10分47秒81 木村 佳澄18100 東鷲宮小学校ｷﾑﾗ ｶｽﾐ

10分52秒82 原田　柚凛18099 砂原小学校ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾘ

10分54秒83 川口　莉央18092 菖蒲東小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ

10分56秒84 山家　あやな18063 久喜小学校ﾔﾏｲｴ ｱﾔﾅ

11分04秒85 原田 陽真莉18105 東鷲宮小学校ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾏﾘ

11分04秒86 篠崎 心晴18047 ｼﾉｻﾞｷ ｺﾊﾙ

11分05秒87 須藤 愛美18103 東鷲宮小学校ｽﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ

11分10秒88 柴崎 胡春18035 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｺﾊﾙ

11分24秒89 小島 優愛18028 ｺｼﾞﾏ ﾕｱ

11分28秒90 渡辺　花彩18097 鷲宮小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ

11分28秒91 増川 美弥18025 チ－ム妖怪ﾏｽｶﾜ ﾐﾔ

11分32秒92 成瀬 葵18020 ﾅﾙｾ ｱｵｲ

11分40秒93 高橋 結18004 桜田小学校ﾀｶﾊｼ ﾕｲ

11分45秒94 梶原 衣央里18045 桜田小ｶｼﾞﾜﾗ ｲｵﾘ

11分46秒95 木村 安祐美18015 桜田小学校ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ

11分52秒96 高瀬 心友18005 東鷲宮小学校ﾀｶｾ ﾐﾕｳ

11分57秒97 ＧＡＲＣＩＡ ＩＳＡＢＥＬＬＥ18027 横田ストライダｶﾞﾙｼｱ ｲｻﾞﾍﾞﾙ

14分16秒98 伊藤 未琴18079 青毛小学校ｲﾄｳ ﾐｺﾄ

19分10秒99 大平　苺華18076 青葉小学校ｵｵﾋﾗ ﾏｲｶ
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