
第３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 種目 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 小学生男子（5～6年生） C15051 0:06:40 磯谷 虎樹 イソヤ コウキ 久喜友誠館
2 小学生男子（5～6年生） C15028 0:06:44 篠 和真 シノ カズマ 芝川小学校
3 小学生男子（5～6年生） C15015 0:06:46 加藤 大晴 カトウ タイセイ 久喜友誠館
4 小学生男子（5～6年生） C15041 0:06:49 森尻 悠翔 モリジリ ハルト 栃木市大宮北小
5 小学生男子（5～6年生） C15026 0:06:55 片岡 遼哉 カタオカ リョウヤ さいたま市立馬宮東小学校
6 小学生男子（5～6年生） C15052 0:06:57 横田 覇空斗 ヨコタ ハクト -
7 小学生男子（5～6年生） C15033 0:06:58 関根 慶 セキネ ケイ 野田ジュニア
8 小学生男子（3～4年生） B16066 0:06:59 谷合 伶文 タニアイ レイヤ 新郷小学校
9 小学生女子（5～6年生） C17042 0:07:03 野﨑 美羽 ノザキ ミウ 久喜友誠館

10 小学生男子（5～6年生） C15031 0:07:05 鈴木 郁海 スズキ イクミ 東葛ＲＣ
11 小学生男子（5～6年生） C15044 0:07:06 黒崎 優明 クロサキ ユウメイ 野田ジュニア
12 小学生男子（5～6年生） C15013 0:07:07 田川 誠志郎 タガワ セイシロウ ＴＥＡＭ不破
13 小学生男子（3～4年生） B16041 0:07:08 渡部 智義 ワタナベ トモアキ 上高野小学校
14 小学生男子（3～4年生） B16051 0:07:08 石井 琉之介 イシイ リュウノスケ 東葛ＲＣ
15 小学生女子（5～6年生） C17032 0:07:08 新津 那奈 ニイツ ナナ -
16 小学生女子（5～6年生） C17026 0:07:12 関根 さくら セキネ サクラ 野田ジュニア
17 小学生男子（3～4年生） B16151 0:07:17 川口　楓太 カワグチ　フウタ 砂原小学校
18 小学生男子（5～6年生） C15009 0:07:19 植田 夏生 ウエダ カイ 植竹小学校
19 小学生男子（3～4年生） B16032 0:07:19 加藤 柊星 カトウ シュウセイ 久喜友誠館
20 小学生男子（5～6年生） C15016 0:07:21 鈴木 遥斗 スズキ ハルト -
21 小学生男子（5～6年生） C15098 0:07:23 中村　昇平 ナカムラ　ショウヘイ 東鷲宮小学校
22 小学生女子（5～6年生） C17037 0:07:23 山本 祐希 ヤマモト ユウキ 宇和島市立明倫小学校
23 小学生男子（5～6年生） C15050 0:07:24 横田 大和 ヨコタ ヤマト 久喜友誠館
24 小学生男子（5～6年生） C15049 0:07:25 松林 巧磨 マツバヤシ タクマ 久喜北小学校
25 小学生男子（5～6年生） C15071 0:07:27 赤池陽向 アカイケ　ヒナタ 青葉小学校
26 小学生男子（5～6年生） C15078 0:07:27 中村　琉生 ナカムラ　リュウセイ 菖蒲小学校
27 小学生男子（5～6年生） C15063 0:07:28 鈴木 優斗 スズキ ユウト 久喜市立太田小学校
28 小学生男子（5～6年生） C15094 0:07:28 柴沼　晴輝 シバヌマ　ハルキ 砂原小学校
29 小学生男子（5～6年生） C15012 0:07:29 鍵山 琉星 カギヤマ リュウセイ 琉琉琉りゅうせいかん琉琉琉
30 小学生男子（3～4年生） B16062 0:07:29 利根川 悠樹 トネガワ ハルキ 東葛ＲＣ
31 小学生女子（5～6年生） C17021 0:07:29 内野 沙弥香 ウチノ サヤカ 東葛ＲＣ
32 小学生女子（5～6年生） C17030 0:07:30 高崎 恋々 タカサキ ココ 野田ジュニア
33 小学生女子（5～6年生） C17020 0:07:30 田中 愛菜 タナカ アイナ -
34 小学生男子（5～6年生） C15029 0:07:31 根岸 龍之介 ネギシ リュウノスケ 深谷市立川本北小
35 小学生女子（5～6年生） C17014 0:07:32 伊藤 杏里 イトウ アンリ 久喜友誠館陸上クラブ
36 小学生男子（5～6年生） C15021 0:07:33 井上 晴太 イノウエ ハルタ 朝日小学校
37 小学生男子（5～6年生） C15008 0:07:34 小白 陽太 コハク ヨウタ 青葉エンゼルス
38 小学生男子（5～6年生） C15075 0:07:37 黒木　悠汰 クロキ　ユウタ 久喜北小学校
39 小学生男子（3～4年生） B16056 0:07:37 関根 進太郎 セキネ シンタロウ 野田ジュニア
40 小学生女子（5～6年生） C17046 0:07:38 渡邊 百香 ワタナベ モモカ 上尾市立東
41 小学生男子（5～6年生） C15005 0:07:39 星 和樹 ホシ カズキ 青葉エンゼルス
42 小学生男子（3～4年生） B16042 0:07:42 新井 陽翔 アライ ハルト 上野台小学校
43 小学生女子（5～6年生） C17079 0:07:47 松永　成美 マツナガ　ナルミ 本町小学校
44 小学生男子（5～6年生） C15053 0:07:48 山崎 晴矢 ヤマザキ ハルヤ 久喜ジュニア陸上クラブ
45 小学生男子（5～6年生） C15059 0:07:48 佐藤　亮太 サトウ　リョウタ 久喜小学校
46 小学生男子（3～4年生） B16129 0:07:48 中山　瑞稀 ナカヤマ　ミズキ 久喜東小学校
47 小学生男子（3～4年生） B16046 0:07:50 渋谷 羽琉 シブヤ ハル 久喜友誠館
48 小学生男子（5～6年生） C15030 0:07:52 倉部 陽輝 クラベ ハルキ 野田ジュニア
49 小学生女子（3～4年生） C18029 0:07:52 加藤 真緒 カトウ マオ 市原ＡＣ
50 小学生男子（5～6年生） C15039 0:07:56 平子 侑輝 ヒラコ ユウキ 加須市花崎北小
51 小学生男子（3～4年生） B16158 0:07:56 田中　樹 タナカ　イツキ 東鷲宮小学校
52 小学生男子（3～4年生） B16050 0:07:56 神山 晃士朗 カミヤマ コウシロウ 川崎小学校
53 小学生女子（5～6年生） C17028 0:07:56 北川 紗優 キタガワ サユ -
54 小学生男子（5～6年生） C15023 0:07:57 小川 隼 オガワ シュン 大桑スカッシュ
55 小学生男子（3～4年生） B16055 0:07:57 倉部 翔輝 クラベ ショウキ 野田ジュニア
56 小学生男子（3～4年生） B16048 0:07:57 高橋 空也 タカハシ クウヤ 浦安東野小学校
57 小学生男子（5～6年生） C15095 0:07:58 夘月　碧端 ウヅキ　アオバ 砂原小学校
58 小学生男子（3～4年生） B16033 0:08:00 川口 朔 カワグチ ハジメ 久喜市立東鷲宮小学校
59 小学生男子（3～4年生） B16024 0:08:00 米田 萬雄 ヨネダ マオ 富士見小学校
60 小学生男子（3～4年生） B16141 0:08:01 稲村　亮佑 イナムラ　リョウスケ 栗橋小学校
61 小学生男子（3～4年生） B16064 0:08:01 矢崎 弘樹 ヤザキ ヒロキ 久喜市立桜田小学校
62 小学生男子（5～6年生） C15004 0:08:02 兼坂 勇輝 カネサカ ユウキ 青葉エンゼルス
63 小学生男子（3～4年生） B16072 0:08:02 須藤 瀧雅 スドウ ソウマ 東葛ＲＣ
64 小学生女子（5～6年生） C17023 0:08:02 竹内 瑠音 タケウチ ルン 白岡Ｊｒ．
65 小学生男子（3～4年生） B16118 0:08:04 田畑　慶多 タバタ　ケイタ 江面第一小学校
66 小学生女子（3～4年生） C18081 0:08:04 今泉　曜 イマイズミ　ヨウ 栗橋小学校
67 小学生女子（5～6年生） C17022 0:08:05 内野 帆乃香 ウチノ ホノカ 東葛ＲＣ
68 小学生男子（5～6年生） C15089 0:08:07 大川　暁星 オオカワ　アキトシ 鷲宮小学校
69 小学生男子（5～6年生） C15073 0:08:07 松本　青次 マツモト　セイジ 久喜東小学校
70 小学生男子（3～4年生） B16127 0:08:07 鈴木成 スズキ　ナル 青葉小学校
71 小学生女子（3～4年生） C18095 0:08:07 小野　日菜子 オノ ヒナコ 白岡東小学校
72 小学生女子（3～4年生） C18021 0:08:07 五十嵐 茉白 イガラシ マシロ -
73 小学生男子（5～6年生） C15043 0:08:09 嘉瀬 優輝 カセ ユウキ -
74 小学生男子（3～4年生） B16105 0:08:09 鈴木 瑛太 スズキ エイタ 久喜市立太田小学校
75 小学生男子（5～6年生） C15020 0:08:10 西川 諒 ニシカワ リョウ -
76 小学生男子（3～4年生） B16061 0:08:10 松倉 孔 マツクラ コウ 桐生市南小学校
77 小学生男子（5～6年生） C15074 0:08:12 小島　柊 コジマ　シュウ 久喜東小学校
78 小学生女子（5～6年生） C17070 0:08:13 荻島 美空 オギシマ ミク 久喜市立太田小学校
79 小学生男子（3～4年生） B16031 0:08:14 田川 勇志郎 タガワ ユウシロウ ＴＥＡＭ不破
80 小学生女子（5～6年生） C17074 0:08:14 大宮　永波 オオミヤ　トワ 江面第一小学校
81 小学生女子（5～6年生） C17002 0:08:15 丸碆 夏鈴 マルバエ カリン 栗橋南小学校



82 小学生男子（5～6年生） C15060 0:08:16 比企　凰次朗 ヒキ　オウジロウ 久喜小学校
83 小学生男子（5～6年生） C15093 0:08:16 植村　尚平 ウエムラ　ショウヘイ 砂原小学校
84 小学生男子（5～6年生） C15084 0:08:18 鈴木　智也 スズキ　トモヤ 栗橋西小学校
85 小学生女子（5～6年生） C17048 0:08:18 秋吉　咲希 アキヨシ　サキ 久喜小学校
86 小学生女子（5～6年生） C17109 0:08:18 岩本　和 イワモト ナゴミ 加須南小
87 小学生男子（5～6年生） C15025 0:08:19 笈沼 知広 オイヌマ チヒロ 栗橋南小学校
88 小学生女子（3～4年生） C18031 0:08:19 猪俣 優来 イノマタ ユラ 小山城東小学校
89 小学生男子（3～4年生） B16047 0:08:20 新井 創介 アライ ソウスケ 和田小学校
90 小学生男子（5～6年生） C15014 0:08:21 平阪 宗大 ヒラサカ ソウタ 久喜東小学校
91 小学生男子（5～6年生） C15011 0:08:22 小谷野 珠羽 コヤノ シユウ 栗橋小学校
92 小学生男子（5～6年生） C15065 0:08:23 石倉　稜士 イシクラ　リョウジ 江面第一小学校
93 小学生男子（3～4年生） B16120 0:08:23 永野 葵叶 ナガノ アイト 清久小学校
94 小学生男子（3～4年生） B16113 0:08:23 増田　颯士 マスダ　ハヤト 江面第一小学校
95 小学生女子（5～6年生） C17044 0:08:23 川嶋 紗希 カワシマ サキ 東大成小学校
96 小学生女子（5～6年生） C17041 0:08:23 小島 愛加 コジマ アイカ -
97 小学生男子（3～4年生） B16096 0:08:24 髙橋　慶行 タカハシ　ヨシユキ 久喜小学校
98 小学生男子（5～6年生） C15070 0:08:25 高橋利知 タカハシ　リト 青葉小学校
99 小学生男子（5～6年生） C15066 0:08:25 印南　結史 インナミ　ユイト 江面第二小学校

100 小学生男子（3～4年生） B16128 0:08:25 小嶋恵大 コジマ　ケイタ 青葉小学校
101 小学生男子（3～4年生） B16065 0:08:25 大屋 竣葵 オオヤ シュンキ 加須ジュニア
102 小学生女子（5～6年生） C17005 0:08:26 小澤 海波 オザワ ミナミ 久喜市立栗橋南小学校
103 小学生男子（3～4年生） B16097 0:08:27 髙波　希和 タカナミ　キワ 久喜小学校
104 小学生女子（5～6年生） C17057 0:08:27 田名網　知恵 タナアミ　チエ 久喜小学校
105 小学生女子（5～6年生） C17038 0:08:27 増井 菜絵 マスイ ナエ 桜田小学校
106 小学生男子（5～6年生） C15006 0:08:29 清水 隼汰 シミズ ハヤタ 青葉エンゼルス
107 小学生女子（3～4年生） C18010 0:08:29 高橋 蒼生 タカハシ アオイ 原市南小学校
108 小学生女子（3～4年生） C18025 0:08:29 竹内 朝日 タケウチ アサ -
109 小学生男子（5～6年生） C15081 0:08:30 田中　悠登 タナカ　ユウト 菖蒲東小学校
110 小学生男子（5～6年生） C15003 0:08:30 諸見里 アレン モロミサト アレン 久喜市立小林小学校
111 小学生女子（5～6年生） C17031 0:08:30 阪尾 綾音 サカオ アヤネ 久喜東小
112 小学生女子（5～6年生） C17060 0:08:30 髙橋　茉柚子 タカハシ　マユコ 久喜小学校
113 小学生女子（5～6年生） C17058 0:08:30 田中　彩心 タナカ　アヤミ 久喜小学校
114 小学生男子（5～6年生） C15068 0:08:31 外山　龍義 トヤマ　リュウキ 本町小学校
115 小学生男子（5～6年生） C15056 0:08:32 岡田　康平 オカダ　コウヘイ 久喜小学校
116 小学生男子（5～6年生） C15042 0:08:32 西本 桜太朗 ニシモト オウタロウ 粕壁小学校
117 小学生男子（3～4年生） B16076 0:08:32 高石 大世 タカイシ タイセイ ＭＯＶＥＦＡＳＴ
118 小学生男子（3～4年生） B16040 0:08:32 小林 颯人 コバヤシ ハヤト 中川小学校
119 小学生女子（5～6年生） C17033 0:08:32 内田 遥菜 ウチダ ハルナ -
120 小学生男子（5～6年生） C15097 0:08:33 斉藤　智大 サイトウ　トモヒロ 東鷲宮小学校
121 小学生男子（5～6年生） C15062 0:08:33 島口 拓也 シマグチ タクヤ 久喜市立太田小学校
122 小学生男子（3～4年生） B16125 0:08:33 野原　夢生 ノハラ　ユウキ 本町小学校
123 小学生女子（5～6年生） C17107 0:08:33 藤田　もも フジタ　モモ 東鷲宮小学校
124 小学生女子（3～4年生） C18074 0:08:34 野川 碧 ノガワ アオイ 小林小学校
125 小学生男子（5～6年生） C15067 0:08:36 鈴木 勘介 スズキ カンスケ 清久小学校
126 小学生男子（5～6年生） C15057 0:08:36 中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 久喜小学校
127 小学生女子（5～6年生） C17036 0:08:36 高橋 咲稀 タカハシ サキ 友誠館
128 小学生女子（3～4年生） C18007 0:08:36 遠藤 瑞季 エンドウ ミズキ 久喜市立太田小学校
129 小学生男子（3～4年生） B16147 0:08:39 園田　大悟 ソノダ　ダイゴ 砂原小学校
130 小学生女子（5～6年生） C17067 0:08:39 関口　さくら セキグチ　サクラ 久喜小学校
131 小学生男子（5～6年生） C15007 0:08:40 塚本 大輝 ツカモト ダイキ 青葉エンゼルス
132 小学生男子（3～4年生） B16159 0:08:40 岩瀬　渉 イワセ ワタル 栗橋南小学校
133 小学生女子（5～6年生） C17039 0:08:40 小川 楓子 オガワ フウコ 加須ジュニア陸上クラブ
134 小学生男子（3～4年生） B16156 0:08:41 櫻井　颯人 サクライ　ハヤト 東鷲宮小学校
135 小学生男子（5～6年生） C15036 0:08:42 濱田 陽生 ハマダ ハルキ -
136 小学生男子（3～4年生） B16090 0:08:42 新居　大知 アライ　ダイチ 久喜小学校
137 小学生女子（5～6年生） C17052 0:08:42 勝俣　芽衣 カツマタ　メイ 久喜小学校
138 小学生男子（5～6年生） C15048 0:08:43 米田 晴登 マイタ ハルト -
139 小学生男子（5～6年生） C15064 0:08:43 江原　光希 エハラ　コウキ 江面第一小学校
140 小学生男子（3～4年生） B16132 0:08:43 野川 暖 ノガワ  ダン 小林小学校
141 小学生女子（5～6年生） C17011 0:08:44 田邉 麗 タナベ レイ チームモンサレ
142 小学生男子（3～4年生） B16017 0:08:46 茶木 蒼太 チャキ ソウタ 久喜市立桜田小学校
143 小学生男子（3～4年生） B16054 0:08:47 福田 泰自 フクダ タイジ 久喜東小学校
144 小学生男子（3～4年生） B16023 0:08:47 荒井 蒼空 アライ ソラ 桜田小学校
145 小学生男子（3～4年生） B16146 0:08:48 牧野　絢也 マキノ　ジュンヤ 上内小学校
146 小学生女子（3～4年生） C18043 0:08:48 樋口 心彩 ヒグチ ココア -
147 小学生男子（3～4年生） B16079 0:08:49 安藤 大悟 アンドウ ダイゴ 太田小
148 小学生女子（5～6年生） C17068 0:08:49 茂木　千春 モギ　チハル 久喜小学校
149 小学生女子（5～6年生） C17111 0:08:49 増渕　花音 - -
150 小学生女子（3～4年生） C18003 0:08:49 田中 乃愛 タナカ ノア 栗橋西小学校
151 小学生男子（5～6年生） C15022 0:08:50 井上 硯太 イノウエ ケンタ 朝日小学校
152 小学生男子（3～4年生） B16140 0:08:50 比企　珠希 ヒキ　タマキ 栗橋小学校
153 小学生女子（5～6年生） C17071 0:08:50 町田 瑠璃華 マチダ ルリカ 久喜市立太田小学校
154 小学生男子（5～6年生） C15054 0:08:52 岡田 朝陽 オカダ アサヒ -
155 小学生男子（3～4年生） B16016 0:08:52 倉持 勇太 クラモチ ユウタ 久喜友誠館
156 小学生女子（5～6年生） C17006 0:08:52 宮崎 愛生 ミヤザキ メイ 白岡かけっこクラブ
157 小学生女子（5～6年生） C17062 0:08:53 尾崎　若奈 オザキ　ワカナ 久喜小学校
158 小学生女子（3～4年生） C18014 0:08:53 植田 莉生 ウエダ リオ 植竹小学校
159 小学生女子（5～6年生） C17085 0:08:54 岩崎　輝亜 イワサキ　ダイア 青毛小学校
160 小学生女子（3～4年生） C18013 0:08:54 栗山 華 クリヤマ ハナ 加須ジュニア
161 小学生男子（3～4年生） B16067 0:08:55 中野 友太 ナカノ ユウタ 久喜小学校
162 小学生男子（3～4年生） B16160 0:08:55 高橋　勇多 タカハシ ユウタ 栗橋南小学校
163 小学生女子（5～6年生） C17018 0:08:55 渋谷 芽結 シブヤ メイ 久喜友誠館
164 小学生女子（3～4年生） C18055 0:08:55 土井 彩愛 ドイ アヤナ 久喜市立太田小学校
165 小学生女子（3～4年生） C18023 0:08:55 戸谷 優海 トヤ ユウミ -
166 小学生男子（5～6年生） C15046 0:08:56 青木 椋大 アオキ リョウタ -
167 小学生男子（3～4年生） B16102 0:08:56 太田　琉希 オオタ　リュウキ 久喜小学校



168 小学生女子（5～6年生） C17055 0:08:56 山下　結彩 ヤマシタ　ユイ 久喜小学校
169 小学生女子（3～4年生） C18062 0:08:56 久保陽乃 クボ　ヒナノ 青葉小学校
170 小学生男子（5～6年生） C15034 0:08:57 高木 悠二朗 タカギ ユウジロウ 三箇小学校
171 小学生女子（5～6年生） C17092 0:08:57 柿沼　陽菜美 カキムマ　ヒナミ 栗橋西小学校
172 小学生女子（5～6年生） C17035 0:08:57 鈴木 爽月 スズキ サツキ -
173 小学生男子（3～4年生） B16080 0:08:58 阿部 聡 アベ サトシ 菖蒲東小学校
174 小学生男子（3～4年生） B16083 0:08:58 安齋 桜空 アンザイ サク -
175 小学生男子（3～4年生） B16130 0:08:58 加藤　優太 カトウ　ユウタ 久喜北小学校
176 小学生男子（3～4年生） B16011 0:08:58 松吉 翔大 マツヨシ ショウタ 菖蒲東小学校
177 小学生女子（5～6年生） C17077 0:08:58 戸賀崎 まゆ トガサキ マユ 清久小学校
178 小学生女子（5～6年生） C17007 0:08:59 関 未友里 セキ ミユリ 上松山小学校
179 小学生男子（3～4年生） B16153 0:09:00 小林　遼馬 コバヤシ　リョウマ 東鷲宮小学校
180 小学生男子（5～6年生） C15091 0:09:01 松﨑　陽翔 マツザキ　ハルト 砂原小学校
181 小学生女子（5～6年生） C17043 0:09:01 小野寺 結凪 オノデラ ユナ 久喜市立青毛小学校
182 小学生男子（3～4年生） B16091 0:09:02 勝俣　颯 カツマタ　ソウ 久喜小学校
183 小学生男子（3～4年生） B16071 0:09:02 上原 優冬 ウエハラ ヒロト 東鷲宮Ｆ??
184 小学生女子（3～4年生） C18004 0:09:02 小林 果鈴 コバヤシ カリン 太田小学校
185 小学生男子（5～6年生） C15027 0:09:03 渡 太一 ワタリ タイチ -
186 小学生男子（3～4年生） B16068 0:09:04 河村 龍聖 カワムラ リュウセイ 桜田小学校
187 小学生女子（5～6年生） C17003 0:09:04 石川 心琴 イシカワ ミコト 栗橋小学校
188 小学生男子（3～4年生） B16142 0:09:05 宮西　凛人 ミヤニシ　リント 鷲宮小学校
189 小学生男子（5～6年生） C15017 0:09:06 堤 力樹 ツツミ リキ -
190 小学生男子（3～4年生） B16117 0:09:06 田島　京 タジマ　キョウ 江面第一小学校
191 小学生男子（3～4年生） B16122 0:09:07 松本　拓真 マツモト　タクマ 本町小学校
192 小学生男子（3～4年生） B16025 0:09:09 小谷野 来波 コヤノ ライハ 栗橋小学校
193 小学生女子（3～4年生） C18064 0:09:10 渡辺　永遠 ワタナベ　トワ 久喜東小学校
194 小学生女子（3～4年生） C18063 0:09:10 小島　美花 コジマ　ハナ 久喜東小学校
195 小学生男子（3～4年生） B16162 0:09:11 塚田　宙大 ツカダソウタ 久喜東小学校
196 小学生男子（3～4年生） B16022 0:09:11 小澤 拓海 オザワ タクミ 久喜市立栗橋南小学校
197 小学生男子（3～4年生） B16088 0:09:11 山之内　竜惺 ヤマノウチ　リュウセイ 久喜小学校
198 小学生女子（3～4年生） C18057 0:09:12 柿沼　愛 カキヌマ　ココ 江面第一小学校
199 小学生女子（5～6年生） C17012 0:09:13 高橋 葵 タカハシ アオイ 栗橋南小学校
200 小学生女子（5～6年生） C17050 0:09:13 露﨑　友萌 ツユザキ　トモエ 久喜小学校
201 小学生男子（5～6年生） C15076 0:09:14 坂牧　瑛太 サカマキ　エイタ 久喜北小学校
202 小学生男子（3～4年生） B16087 0:09:14 比企　翔音 ヒキ　カオン 久喜小学校
203 小学生男子（3～4年生） B16109 0:09:14 中山 心丈 ナカヤマ シンジョウ 久喜市立太田小学校
204 小学生男子（3～4年生） B16152 0:09:15 酒井　正平 サカイ　ショウヘイ 東鷲宮小学校
205 小学生男子（5～6年生） C15055 0:09:17 雨宮　健晟 アメミヤ　ケンセイ 久喜小学校
206 小学生男子（3～4年生） B16126 0:09:17 根本朔椰 ネモト　サクヤ 青葉小学校
207 小学生女子（3～4年生） C18028 0:09:17 宮内 美帆 ミヤウチ ミホ 久喜市立太田小学校
208 小学生男子（5～6年生） C15061 0:09:18 太田　亜唯夢 オオタ　アイム 久喜小学校
209 小学生男子（3～4年生） B16131 0:09:18 渡辺 巧 ワタナベ タクミ 小林小学校
210 小学生女子（5～6年生） C17103 0:09:18 グエンティゴックフウン グエンティゴックフウン 上内小学校
211 小学生男子（3～4年生） B16073 0:09:19 岩橋 薫 イワハシ カオル -
212 小学生男子（3～4年生） B16089 0:09:19 吉田　陽翔 ヨシダ　ハルト 久喜小学校
213 小学生男子（3～4年生） B16008 0:09:19 川畑 和輝 カワバタ カズキ 鷲宮小学校
214 小学生男子（3～4年生） B16037 0:09:20 浅野 陸 アサノ リク -
215 小学生女子（5～6年生） C17082 0:09:20 小河原莉緒 コガハラ　リオ 青葉小学校
216 小学生女子（5～6年生） C17040 0:09:20 関根 七海 セキネ ナナミ -
217 小学生女子（5～6年生） C17013 0:09:21 菅原 菜々 スガワラ ナナ 栗橋南小学校
218 小学生女子（3～4年生） C18045 0:09:21 田中　結心 タナカ　ユウミ 久喜小学校
219 小学生女子（5～6年生） C17080 0:09:22 鈴木星那 スズキ　セナ 青葉小学校
220 小学生女子（3～4年生） C18036 0:09:22 渡部 朱莉 ワタナベ アカリ 鶴岡持久走クラブ
221 小学生男子（3～4年生） B16144 0:09:23 柴本　健誠 シバモト　ケンセイ 上内小学校
222 小学生女子（5～6年生） C17086 0:09:23 畑　りつか ハタ　リツカ 青毛小学校
223 小学生男子（5～6年生） C15086 0:09:24 岡安虎太郎 オカヤス　コタロウ 栗橋小学校
224 小学生男子（3～4年生） B16010 0:09:24 坂本 悠斗 サカモト ハルト 久喜東小学校
225 小学生男子（3～4年生） B16005 0:09:24 小林 叶和 コバヤシ トワ 東鷲宮小学校
226 小学生男子（5～6年生） C15080 0:09:25 岩崎　祥大 イワサキ　ショウダイ 栢間小学校
227 小学生女子（3～4年生） C18094 0:09:25 橋本　亜美 ハシモト アミ -
228 小学生女子（3～4年生） C18011 0:09:25 野口 陽菜乃 ノグチ ヒナノ 上尾市立原市小学校
229 小学生男子（3～4年生） B16063 0:09:26 大澤 健侍 オオサワ ケンシ 株式会社　英
230 小学生女子（5～6年生） C17110 0:09:26 小林　佳暖 コバヤシ カノン 加須市
231 小学生男子（3～4年生） B16059 0:09:28 川畑 惺梧 カワバタ セイゴ -
232 小学生男子（3～4年生） B16161 0:09:29 岡本　悠希 オカモト ユウキ -
233 小学生女子（5～6年生） C17029 0:09:29 庭 千尋 ニワ チヒロ 青毛小学校
234 小学生女子（3～4年生） C18027 0:09:29 斉藤 陽香 サイトウ ハルカ 桜田小学校
235 小学生女子（5～6年生） C17017 0:09:30 山崎 舞衣 ヤマザキ マイ -
236 小学生女子（3～4年生） C18041 0:09:30 瀬崎 蒼依 セザキ アオイ -
237 小学生女子（3～4年生） C18015 0:09:31 金子 絢香 カネコ アヤカ 江面第一小学校
238 小学生男子（3～4年生） B16154 0:09:32 小野　寛稀 オノ　ヒロキ 東鷲宮小学校
239 小学生女子（5～6年生） C17089 0:09:32 岸　楓 キシ カエデ 小林小学校
240 小学生女子（3～4年生） C18032 0:09:32 高橋 歩夢 タカハシ アム 友誠館
241 小学生男子（3～4年生） B16112 0:09:33 髙橋　宇靖 タカハシ　ヒサヤス 江面第一小学校
242 小学生女子（5～6年生） C17010 0:09:33 井上 陽彩 イノウエ ヒイロ 宮代剣友会
243 小学生女子（5～6年生） C17097 0:09:33 相澤　沙織里 アイザワ　サオリ 鷲宮小学校
244 小学生女子（5～6年生） C17095 0:09:33 金澤　栞海 カナザワ　カンナ 鷲宮小学校
245 小学生女子（3～4年生） C18053 0:09:33 大日向 遥海 オオヒナタ ハルミ 久喜市立太田小学校
246 小学生女子（3～4年生） C18090 0:09:33 松野　和奏 マツノ　ワカナ 東鷲宮小学校
247 小学生女子（3～4年生） C18018 0:09:33 篠原 夏実 シノハラ ナツミ -
248 小学生女子（3～4年生） C18069 0:09:34 小畑　友香 オバタ　ユウカ 久喜北小学校
249 小学生男子（5～6年生） C15024 0:09:35 松村 隼斗 マツムラ ハヤト 桜田小
250 小学生男子（3～4年生） B16058 0:09:35 近森 僚牙 チカモリ リョウガ -
251 小学生男子（3～4年生） B16002 0:09:35 大熊　月人 - 山中グループ
252 小学生男子（5～6年生） C15083 0:09:36 柿沼　広希 カキムマ　コウキ 栗橋西小学校
253 小学生女子（5～6年生） C17066 0:09:36 信太　桜 シダ　サクラ 久喜小学校



254 小学生女子（5～6年生） C17087 0:09:36 青山　心 アオヤマ　ココロ 久喜東小学校
255 小学生女子（5～6年生） C17108 0:09:36 田中　結衣 タナカ　ユイ 東鷲宮小学校
256 小学生女子（5～6年生） C17059 0:09:36 神保　実咲 ジンボ　ミサキ 久喜小学校
257 小学生女子（3～4年生） C18008 0:09:36 熊本 凜沙 クマモト リサ 菖蒲小学校
258 小学生男子（3～4年生） B16149 0:09:37 景山　雄斗 カゲヤマ　ユウト 砂原小学校
259 小学生男子（3～4年生） B16104 0:09:37 斉藤 浩生 サイトウ ヒロキ 久喜市立太田小学校
260 小学生女子（5～6年生） C17027 0:09:38 小川 碧月 オガワ ミヅキ -
261 小学生男子（3～4年生） B16029 0:09:39 榎本 大雅 エノモト タイガ 松戸市立上本郷小学校
262 小学生女子（5～6年生） C17034 0:09:39 内田 葵衣 ウチダ アオイ -
263 小学生男子（3～4年生） B16094 0:09:40 須賀　智久 スガ　トモヒサ 久喜小学校
264 小学生男子（3～4年生） B16115 0:09:40 内田　輝 ウチダ　ヒカル 江面第一小学校
265 小学生男子（3～4年生） B16110 0:09:40 内海 響 ウツミ ヒビキ 久喜市立太田小学校
266 小学生女子（5～6年生） C17061 0:09:40 青木　弥乃里 アオキ　ミノリ 久喜小学校
267 小学生男子（3～4年生） B16157 0:09:41 松本　琉輝 マツモト　リュウキ 東鷲宮小学校
268 小学生女子（3～4年生） C18048 0:09:41 森　野々花 モリ　ノノカ 久喜小学校
269 小学生女子（3～4年生） C18009 0:09:41 平澤 美怜 ヒラサワ ミレイ 菖蒲小学校
270 小学生女子（3～4年生） C18039 0:09:42 関根 未来 セキネ ミク -
271 小学生男子（3～4年生） B16021 0:09:43 後藤 翔生 ゴトウ ショウセイ 久喜東小学校
272 小学生女子（5～6年生） C17049 0:09:43 佐久間　心咲 サクマ　ミサキ 久喜小学校
273 小学生女子（5～6年生） C17090 0:09:44 藤浪 爽 フジナミ サワ 小林小学校
274 小学生男子（3～4年生） B16107 0:09:45 横山 和哉 ヨコヤマ カズヤ 久喜市立太田小学校
275 小学生男子（3～4年生） B16101 0:09:45 服部　結樹 ハットリ　ユウキ 久喜小学校
276 小学生男子（3～4年生） B16136 0:09:45 上原　幸響 ウエハラ　サキョウ 栢間小学校
277 小学生女子（5～6年生） C17094 0:09:45 千葉　夏希 チバ　ナツキ 栗橋小学校
278 小学生女子（5～6年生） C17088 0:09:46 山中　萌生 ヤマナカ　メイ 久喜北小学校
279 小学生女子（3～4年生） C18006 0:09:46 深谷 優衣 フカヤ ユウイ 加須市立大利根東小学校
280 小学生女子（3～4年生） C18017 0:09:46 平阪 幸奈 ヒラサカ ユキナ 久喜東小学校
281 小学生女子（3～4年生） C18044 0:09:47 千勝　里咲 チカツ　リサ 久喜小学校
282 小学生男子（3～4年生） B16069 0:09:48 渡辺 陽亮 ワタナベ ヨウスケ 久喜東小学校
283 小学生女子（5～6年生） C17101 0:09:48 池田　華也 イケダ　カヤ 上内小学校
284 小学生女子（3～4年生） C18098 0:09:48 阿部　里咲 アベ リサ -
285 小学生女子（3～4年生） C18070 0:09:48 花見　莉来 ハナミ　リコ 久喜北小学校
286 小学生女子（3～4年生） C18050 0:09:48 尾﨑　友音 オザキ　トモネ 久喜小学校
287 小学生女子（3～4年生） C18037 0:09:49 小林 那奈 コバヤシ ナナ 宮代剣友会
288 小学生男子（3～4年生） B16163 0:09:50 東野 真大 - -
289 小学生男子（3～4年生） B16111 0:09:50 吉田　恵太 ヨシダ　ケイタ 江面第一小学校
290 小学生男子（3～4年生） B16084 0:09:51 小笠原 真大 オガサワラ マヒロ -
291 小学生男子（5～6年生） C15040 0:09:53 向嶌 千陽 ムコウジマ チハル -
292 小学生女子（3～4年生） C18073 0:09:53 寺井　晶 テライ　アキラ 久喜北小学校
293 小学生女子（3～4年生） C18080 0:09:54 天川　夏歩 アマカワ　カホ 栗橋小学校
294 小学生男子（3～4年生） B16139 0:09:55 瀬山　恭平 セヤマ　キョウヘイ 栗橋西小学校
295 小学生女子（3～4年生） C18096 0:09:55 遠藤　咲希 エンドウ サキ 久喜市立桜田小学校
296 小学生女子（3～4年生） C18019 0:09:55 井上 瑞稀 イノウエ ミズキ 宮代剣友会
297 小学生女子（5～6年生） C17084 0:09:56 田中　樹里 タナカ　ジュリ 青毛小学校
298 小学生女子（5～6年生） C17054 0:09:56 永野　妃那 ナガノ　ヒナ 久喜小学校
299 小学生女子（3～4年生） C18072 0:09:56 寺井　歩夢 テライ　アユム 久喜北小学校
300 小学生男子（5～6年生） C15069 0:09:57 増川　航太 マスカワ　コウタ 本町小学校
301 小学生女子（5～6年生） C17075 0:09:57 小山　祐依 コヤマ　ユイ 江面第二小学校
302 小学生女子（3～4年生） C18058 0:09:57 印南　綾乃 インナミ　アヤノ 江面第二小学校
303 小学生男子（3～4年生） B16074 0:09:58 藤崎 直人 フジサキ ナオト -
304 小学生男子（3～4年生） B16138 0:09:58 森山　純馬 モリヤマ　トウマ 菖蒲東小学校
305 小学生男子（3～4年生） B16012 0:09:59 渡辺 廉仁 ワタナベ レント 芝川小学校
306 小学生男子（3～4年生） B16098 0:09:59 山之内　颯希 ヤマノウチ　ソウキ 久喜小学校
307 小学生男子（5～6年生） C15037 0:10:00 上原 和也 ウエハラ カズヤ 久喜市立桜田小学校
308 小学生男子（5～6年生） C15092 0:10:00 園田　健悟 ソノダ　ケンゴ 砂原小学校
309 小学生女子（3～4年生） C18099 0:10:00 森　理緒 モリ リオ 花崎北小学校
310 小学生女子（3～4年生） C18030 0:10:00 柴崎 胡春 シバザキ コハル -
311 小学生男子（3～4年生） B16114 0:10:02 石塚　徹平 イシヅカ　テッペイ 江面第一小学校
312 小学生男子（3～4年生） B16121 0:10:03 金澤 裕也 カナザワ ユウヤ 清久小学校
313 小学生女子（5～6年生） C17004 0:10:04 添野 葵以 ソエノ アオイ 久喜市立菖蒲東小学校
314 小学生男子（3～4年生） B16015 0:10:07 藤本 瞬 フジモト シュン 久喜市立太田小学校
315 小学生男子（3～4年生） B16003 0:10:07 小林　大輝 - 山中グループ
316 小学生男子（3～4年生） B16106 0:10:07 新藤 倫琉 シンドウ トモル 久喜市立太田小学校
317 小学生女子（3～4年生） C18067 0:10:07 山中　芙雪 ヤマナカ　フユキ 久喜北小学校
318 小学生男子（3～4年生） B16013 0:10:09 高橋 貫太 タカハシ カンタ 久喜東小学校
319 小学生男子（3～4年生） B16124 0:10:10 堺　翔太 サカイ　ショウタ 本町小学校
320 小学生女子（5～6年生） C17069 0:10:11 増田 紗也加 マスダ サヤカ 久喜市立太田小学校
321 小学生女子（3～4年生） C18085 0:10:11 原田　紫月 ハラダ　シヅク 砂原小学校
322 小学生男子（5～6年生） C15047 0:10:12 高石 大斗 タカイシ ヤマト ＭＯＶＥＦＡＳＴ
323 小学生男子（3～4年生） B16116 0:10:13 金子　靖人 カネコ　ハルト 江面第一小学校
324 小学生男子（3～4年生） B16014 0:10:14 大熊 将生 オオクマ ショウセイ 久喜市立菖蒲小学校
325 小学生女子（3～4年生） C18056 0:10:14 江原　愛菜 エハラ　アイナ 江面第一小学校
326 小学生女子（5～6年生） C17045 0:10:16 福田 茉穂 フクダ マホ -
327 小学生女子（3～4年生） C18084 0:10:16 岡本　実央 オカモト　ミオ 砂原小学校
328 小学生女子（5～6年生） C17099 0:10:17 山本　結衣 ヤマモト　ユイ 上内小学校
329 小学生女子（3～4年生） C18052 0:10:19 岩崎 楽々 イワサキ ララ 久喜市立太田小学校
330 小学生女子（3～4年生） C18077 0:10:19 田中　佑芽 タナカ　ユメ 菖蒲東小学校
331 小学生男子（3～4年生） B16060 0:10:21 宮下 海晴 ミヤシタ カイセイ -
332 小学生女子（5～6年生） C17053 0:10:21 金子　夏葵 カネコ　ナツキ 久喜小学校
333 小学生男子（3～4年生） B16119 0:10:22 横山　孝成 ヨコヤマ　コウセイ 江面第一小学校
334 小学生男子（3～4年生） B16135 0:10:24 渡邊　瑞基 ワタナベ　ミズキ 栢間小学校
335 小学生男子（3～4年生） B16133 0:10:24 金子　昊平 カネコ　コウヘイ 栢間小学校
336 小学生女子（3～4年生） C18002 0:10:24 上原　萌瑛 - 山中グループ
337 小学生男子（3～4年生） B16143 0:10:25 齋藤　翼 サイトウ　ツバサ 上内小学校
338 小学生男子（3～4年生） B16077 0:10:25 浜崎 諒人 ハマサキ リョウト 久喜北小学校
339 小学生女子（5～6年生） C17063 0:10:25 西川　友理 ニシカワ　ユリ 久喜小学校



340 小学生男子（3～4年生） B16134 0:10:27 萩原　康太 ハギワラ　コウタ 栢間小学校
341 小学生男子（3～4年生） B16145 0:10:27 天神　愛也 テンジン　マナヤ 上内小学校
342 小学生女子（3～4年生） C18066 0:10:27 松本　純奈 マツモト　ジュンナ 久喜北小学校
343 小学生男子（3～4年生） B16070 0:10:28 湯浅 秀翔 ユアサ シュウト 桜田小学校
344 小学生女子（3～4年生） C18026 0:10:28 永井 来望 ナガイ クルミ -
345 小学生女子（5～6年生） C17081 0:10:29 及川愛菜 オイカワ　アイナ 青葉小学校
346 小学生女子（3～4年生） C18059 0:10:29 金尾　梨沙 カナオ　リサ 本町小学校
347 小学生男子（3～4年生） B16043 0:10:30 歌代 悠希 ウタシロ ユウキ 栗橋小学校
348 小学生男子（3～4年生） B16006 0:10:32 初塩 琉斗 ハツシオ リュウト 久喜市立桜田小学校
349 小学生女子（3～4年生） C18046 0:10:34 蓮見　紫陽花 ハスミ　シヨカ 久喜小学校
350 小学生女子（5～6年生） C17008 0:10:35 加藤 美寿希 カトウ ミズキ 朝日小
351 小学生男子（3～4年生） B16085 0:10:37 安藤 嘉伸 アンドウ ヨシノブ 栗橋小学校
352 小学生男子（3～4年生） B16038 0:10:38 清水 悠右 シミズ ユウスケ 草加小学校３年
353 小学生女子（3～4年生） C18042 0:10:38 吉岡 陽葵 ヨシオカ ヒマリ -
354 小学生男子（5～6年生） C15082 0:10:40 山﨑　陽介 ヤマザキ　ヨウスケ 菖蒲東小学校
355 小学生女子（3～4年生） C18075 0:10:40 長谷部 あい華 ハセベ アイカ 小林小学校
356 小学生男子（5～6年生） C15058 0:10:41 小笠原　悠也 オガサワラ　ユウヤ 久喜小学校
357 小学生女子（3～4年生） C18087 0:10:41 加藤　葵 カトウ　アオイ 東鷲宮小学校
358 小学生女子（3～4年生） C18068 0:10:42 島　幸穂 シマ　ユキホ 久喜北小学校
359 小学生女子（3～4年生） C18054 0:10:42 岩本 花恵 イワモト ハナエ 久喜市立太田小学校
360 小学生男子（5～6年生） C15090 0:10:43 佐藤　颯汰 サトウ　ソウタ 上内小学校
361 小学生女子（5～6年生） C17078 0:10:43 志村 梨花 シムラ リンカ 清久小学校
362 小学生女子（3～4年生） C18060 0:10:44 増川　美弥 マスカワ　ミヤ 本町小学校
363 小学生男子（3～4年生） B16155 0:10:45 川山　世悟 カワヤマ　セオ 東鷲宮小学校
364 小学生女子（3～4年生） C18040 0:10:45 熊倉 柚羽 クマクラ ユワ 桜田小学校
365 小学生女子（3～4年生） C18047 0:10:46 山家　あやな ヤマイエ　アヤナ 久喜小学校
366 小学生男子（5～6年生） C15018 0:10:52 大石 和弥 オオイシ カズヤ -
367 小学生男子（3～4年生） B16034 0:10:52 加藤 寿暁 カトウ トシアキ 朝日小
368 小学生男子（3～4年生） B16045 0:10:53 田嶋 佑心 タジマ ユシン -
369 小学生男子（3～4年生） B16009 0:10:53 鈴木 謙介 スズキ ケンスケ 栗橋西小学校
370 小学生女子（3～4年生） C18097 0:10:53 小林　なる コバヤシ ナル 久喜東小
371 小学生男子（3～4年生） B16093 0:10:54 柳　勇太郎 ヤナギ　ユウタロウ 久喜小学校
372 小学生女子（3～4年生） C18001 0:10:54 大作　菜々花 - 山中グループ
373 小学生女子（5～6年生） C17105 0:10:55 加藤　伊織 カトウ　イオリ 東鷲宮小学校
374 小学生男子（3～4年生） B16150 0:11:00 内田　獅寿翔 ウチダ　シズト 砂原小学校
375 小学生女子（5～6年生） C17001 0:11:01 大島　悠愛 - 山中グループ
376 小学生男子（3～4年生） B16099 0:11:02 山次　慎太郎 ヤマジ　シンタロウ 久喜小学校
377 小学生女子（3～4年生） C18092 0:11:04 原田　陽真莉 ハラダ　ヒマリ 東鷲宮小学校
378 小学生女子（3～4年生） C18065 0:11:05 金子　奈波 カネコ　ナナミ 久喜北小学校
379 小学生女子（5～6年生） C17100 0:11:06 山本　莉奈 ヤマモト　リナ 上内小学校
380 小学生男子（5～6年生） C15045 0:11:08 若林 文喜 ワカバヤシ トモキ 大砂土小
381 小学生女子（3～4年生） C18091 0:11:08 松本　結花 マツモト　ユイカ 東鷲宮小学校
382 小学生女子（3～4年生） C18005 0:11:09 武井 心海 タケイ ココミ 太田小学校
383 小学生男子（3～4年生） B16095 0:11:10 髙徳　大輔 タカトク　ダイスケ 久喜小学校
384 小学生女子（5～6年生） C17064 0:11:13 細野　叶実 ホソノ　カナミ 久喜小学校
385 小学生女子（5～6年生） C17051 0:11:13 伊藤　優花 イトウ　ユウカ 久喜小学校
386 小学生女子（3～4年生） C18088 0:11:15 木村　佳澄 キムラ　カスミ 東鷲宮小学校
387 小学生男子（3～4年生） B16148 0:11:19 春原　空歩 スノハラ　ソラア 砂原小学校
388 小学生女子（3～4年生） C18100 0:11:23 川口　茉央 カワグチ マオ 菖蒲東小学校
389 小学生女子（3～4年生） C18079 0:11:23 森田　美結 モリタ　ミユ 栗橋小学校
390 小学生男子（3～4年生） B16030 0:11:24 小野目 尚人 オノメ ナオト 菁莪小学校
391 小学生女子（3～4年生） C18020 0:11:28 成瀬 葵 ナルセ アオイ -
392 小学生男子（3～4年生） B16100 0:11:30 長澤　琉伊斗 ナガサワ　ルイト 久喜小学校
393 小学生女子（3～4年生） C18049 0:11:30 山根　凜 ヤマネ　リン 久喜小学校
394 小学生女子（3～4年生） C18051 0:11:30 石井　ひかり イシイ　ヒカリ 久喜小学校
395 小学生男子（3～4年生） B16049 0:11:36 渡 佑斗 ワタリ ユウト -
396 小学生男子（3～4年生） B16092 0:11:37 杉田　息吹 スギタ　イブキ 久喜小学校
397 小学生女子（5～6年生） C17104 0:11:42 酒井　葉那 サカイ　ハナ 東鷲宮小学校
398 小学生男子（3～4年生） B16004 0:11:43 小松 朋広 コマツ トモヒロ 東鷲宮小学校
399 小学生女子（3～4年生） C18078 0:11:50 川口　莉央 カワグチ　リオ 菖蒲東小学校
400 小学生女子（5～6年生） C17091 0:11:55 中島　蒼 ナカジマ　ソラ 菖蒲東小学校
401 小学生女子（5～6年生） C17047 0:11:57 毛利 優来 モウリ ユラ 砂原小学校
402 小学生男子（3～4年生） B16123 0:11:58 柿沼　丈 カキヌマ　タケル 本町小学校
403 小学生男子（3～4年生） B16103 0:12:00 信太　修一郎 シダ　シュウイチロウ 久喜小学校
404 小学生女子（3～4年生） C18083 0:12:09 添田　結衣 ソエダ　ユイ 砂原小学校
405 小学生男子（3～4年生） B16057 0:12:15 金子 恭己 カネコ ミツミ -
406 小学生女子（5～6年生） C17096 0:12:28 渡辺　花彩 ワタナベ　ハナ 鷲宮小学校
407 小学生女子（5～6年生） C17073 0:12:30 新井　ひなり アライ　ヒナリ 江面第一小学校
408 小学生男子（3～4年生） B16086 0:12:33 伊藤　一護 イトウ　イチゴ 久喜小学校
409 小学生女子（3～4年生） C18033 0:12:39 梶原 衣央里 カジワラ イオリ 桜田小
410 小学生女子（3～4年生） C18035 0:12:44 木村 安祐美 キムラ アユミ -
411 小学生男子（3～4年生） B16001 0:14:17 山中　玲依 - 山中グループ
412 小学生男子（3～4年生） B16007 0:15:06 須藤 開斗 スドウ カイト 久喜市立久喜東小学校
413 小学生女子（3～4年生） C18061 0:16:26 大平苺華 オオヒラ　マイカ 青葉小学校


