
- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ 一般男子 （高校生～49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

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

9分06秒1 高柴 玲央9091 タカシバ レオ

9分24秒2 野上 雄弘9147 ノガミ カズヒロ

9分25秒3 坂田 義志9132 上尾市陸上競技協会サカタ ヨシユキ

9分46秒4 石田 雄大9139 桃ちゃんチームイシダ タケヒロ

9分50秒5 内藤 貴之9093 ナイトウ タカユキ

9分52秒6 根岸 博幸9123 ようざんネギシ ヒロユキ

9分57秒7 内藤 智之9094 ナイトウ トモユキ

10分02秒8 髙橋 和也9150 久喜友誠館陸上クラブタカハシ カズヤ

10分07秒9 権田 悟巳9077 ０１ＲＵＮゴンダ サトシ

10分18秒10 荒井 健汰9152 アライ ケンタ

10分19秒11 田沢 康至9080 タザワ ヤスユキ

10分26秒12 黒須 健太9079 カットサロンＫクロス ケンタ

10分31秒13 杉野 彰信9122 ＤＦＳスギノ アキノブ

10分47秒14 佐久間 愛也9096 佐久間ＲＣサクマ アイヤ

11分06秒15 松岡 一奴9100 マツオカ カズヤ

11分25秒16 宮原 俊信9136 ミヤハラ トシノブ

11分44秒17 齊田　悠人9169 流通経済大学サイタ ユウト

11分47秒18 武田 夏翔9140 埼玉県立久喜北陽高等学・タケダ カショウ

11分51秒19 村岡 龍弥9045 白岡高校ムラオカ リュウヤ

11分53秒20 渡辺 寛燿9145 ワタナベ ヒロアキ

11分54秒21 吉崎 剛史9076 ヨシザキ タケフミ

11分58秒22 日比野 崇9131 作新ヒビノ シュウ

12分04秒23 星野 真宏9099 ＭＹ　ＳＴＡＲホシノ マサヒロ

12分10秒24 井上 太郎9062 行政書士法人吉成法務行・イノウエ タロウ

12分11秒25 飯田 哲也9142 イイダ テツヤ

12分23秒26 岸 洋平9119 キシ ヨウヘイ

12分28秒27 渡邉 光章9092 ワタナベ ミツアキ

12分30秒28 宮田 蓮大郎9101 チームなんだっけミヤタ レンタロウ

12分33秒29 渡辺 健太郎9144 ワタナベ ケンタロウ

12分38秒30 宮田 正男9124 ミヤタ マサオ

12分41秒31 山中　玲雄9024 山中グループ

12分42秒32 黒岩 敏明9108 ＮＥＣＭＰクロイワ トシアキ

12分44秒33 峯 靖9066 久喜市在住ミネ ヤスシ

12分49秒34 土生津 昭世9120 ハブツ アキヨ

12分51秒35 三尾 将司9078 ミオ マサシ

13分13秒36 鈴置 慎也9133 株式会社ジャストスズキ シンヤ

13分19秒37 猪俣 誠9134 イノマタ マコト

13分20秒38 本間 匡9161 ホンマ タクミ

13分33秒39 横村　海陸9170 埼玉県立羽生高校ヨコムラ カイト

13分46秒40 高松 良季9044 学生タカマツ ヨシキ

14分00秒41 葉山 港正9113 昱株式会社ハヤマ コウセイ

14分03秒42 黒木 雅之9138 クロキ マサユキ

14分05秒43 岡村 和彦9104 オカムラ カズヒコ

14分13秒44 竹見　成弘9189 武蔵野銀行　久喜支店タケミ アキヒロ

14分19秒45 川畑 公寛9042 一般カワバタ キミヒロ

14分20秒46 岡安　卓也9040 山中グループ

14分24秒47 松永 知之9149 マツナガ トモユキ

14分29秒48 橋本 雄一9151 ハシモト ユウイチ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ 一般男子 （高校生～49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

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

14分31秒49 河村 真弥9137 カワムラ シンヤ

14分36秒50 白石 大貴9165 シライシ ダイキ

14分37秒51 野本 侃志9121 ノモト ナオユキ

14分46秒52 有吉 康幸9109 ハイカラ坂４０アリヨシ ヤスユキ

14分46秒53 平山 健一9158 ヒラヤマ ケンイチ

14分48秒54 鈴木 健矢9159 スズキ ケンヤ

14分48秒55 前田 英伸9098 マエダ ヒデノブ

14分49秒56 9194

14分51秒57 斉藤　誠9031 山中グループ

14分52秒58 杉山 新人9166 スギヤマ アラト

14分52秒59 駒　拓実9173 久喜特別支援学校コマ タクミ

14分57秒60 長谷川　将史9008 山中グループ

14分58秒61 冨田　泰宏9175 トミタ ヤスヒロ

15分00秒62 山根 弦9047 株式会社エイチアイエスヤマネ ゲン

15分08秒63 松本 悟9111 昱株式会社マツモト サトシ

15分09秒64 伊藤　拓9190 株式会社武蔵野銀行　久喜イトウ タク

15分10秒65 伊藤　拓9196

15分14秒66 小西 賢治9054 無所属コニシ ケンジ

15分15秒67 熊澤 由記9071 Quiクマザワ ヨシノリ

15分15秒68 遠藤　大輔9176 埼玉りそな銀行エンドウ ダイスケ

15分17秒69 宮下 太一9050 なしミヤシタ タイチ

15分24秒70 中島 宏9090 ジラソーレナカジマ ヒロシ

15分26秒71 広瀬　智行9168 ヒロセ トモユキ

15分28秒72 大作　友憲9037 山中グループ

15分28秒73 田邉 順和9135 佐々木記念クリニックタナベ ノリカズ

15分30秒74 高柳 洋平9056 公務員タカヤナギ ヨウヘイ

15分34秒75 佐藤 毅9046 所属無しサトウ ツヨシ

15分36秒76 福田 卓也9115 昱株式会社フクダ タクヤ

15分37秒77 山田 智康9061 チームＳ８３１ヤマダ トモヤス

15分37秒78 安野 哲9130 日本郵便ヤスノ テツ

15分44秒79 星 圭哉9116 昱株式会社ホシ ケイヤ

15分46秒80 高橋 慶多9048 会社員タカハシ ケイタ

15分53秒81 小林　隆行9186 武蔵野銀行　久喜支店コバヤシ タカユキ

15分59秒82 藤川 朋道9088 けいわマラソンクラブフジカワ トモユキ

16分05秒83 熊木 清孝9095 東光高岳クマキ キヨタカ

16分06秒84 小野寺 弘志9060 なしオノデラ ヒロシ

16分14秒85 志村 浩臣9068 大宮松栄学園シムラ ヒロオミ

16分15秒86 緒方 大輔9160 オガタ ダイスケ

16分16秒87 小河原 佑介9110 オガワラ ユウスケ

16分21秒88 大塚 健太郎9059 株式会社チノーオオツカ ケンタロウ

16分23秒89 関口　直人9016 山中グループ

16分32秒90 尾崎　彰吾9018 山中グループ

16分35秒91 水嶋 正治9097 ＣＵＢＥＲＣミズシマ マサハル

16分36秒92 渡辺 健夫9148 ワタナベ タケオ

16分38秒93 長島 秀太朗9156 橋本総業株式会社ナガシマ シュウタロウ

16分42秒94 中山　明典9006 山中グループ

16分48秒95 小松　大9177 コマツ ハジメ

16分50秒96 杉浦 直人9064 一般スギウラ ナオト
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- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ 一般男子 （高校生～49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

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

16分52秒97 葉山 港正9195

16分53秒98 大久保　芳秋9011 山中グループ

16分58秒99 小泉　佑介9017 山中グループ

17分01秒100 藤本　悠暉9188 フジモト ユウキ

17分04秒101 金子　貴行9034 山中グループ

17分05秒102 鴫 悦央9063 シギ エツオ

17分07秒103 植竹 直也9051 一般ウエタケ ナオヤ

17分07秒104 宇佐美　光寿9012 山中グループ

17分21秒105 遠藤　昭雄9022 山中グループ

17分25秒106 福本　祐希9035 山中グループ

17分26秒107 塚原 淳9053 カワグチハイホーツカハラ ジュン

17分27秒108 柳 重満9164 ヤナギ シゲミツ

17分31秒109 戸張 慶一9073 ㈱サン精密化工研究所トバリ ノリカズ

17分44秒110 唐澤 正和9141 カラサワ マサカズ

17分47秒111 向井 潤9067 無ムカイ ジュン

17分51秒112 海原　隆寿9007 山中グループ

17分52秒113 大谷　真之9183 武蔵野銀行　久喜支店オオタニ マサユキ

17分56秒114 居馬 大祐9106 りすたーとイバ ダイスケ

18分07秒115 福田 修平9154 フクダ シュウヘイ

18分14秒116 阿部　祐一9179 アベ ユウイチ

18分19秒117 奈良　征騎9026 山中グループ

18分25秒118 上野 直樹9043 株式会社クロスコーポレー・ウエノ ナオキ

18分25秒119 八木 剛志9049 株式会社　黒須建設ヤギ タケシ

18分26秒120 坂本　友秋9033 山中グループ

18分26秒121 藤巻 貴志9041 ㈱黒須建設フジマキ タカシ

18分31秒122 佐藤 広一9102 サトウ ヒロカズ

18分39秒123 加藤 大宗9128 カトウ ヒロムネ

18分40秒124 髙松　勝9003 山中グループ

18分47秒125 小嶋　慎平9185 武蔵野銀行　久喜支店コジマ シンペイ

18分49秒126 大田　克己9013 山中グループ

18分53秒127 三谷　和紀9027 山中グループ

18分55秒128 木村　真人9015 山中グループ

19分05秒129 中戸 聖佳9103 みずほ銀行ナカト マサヨシ

19分11秒130 金井 崇9083 けいわマラソンクラブカナイ タカシ

19分24秒131 金谷 友宜9125 明電太田カナヤ トモヨシ

19分26秒132 都築　勝則9009 山中グループ

19分28秒133 森田 裕之9081 けいわマラソンクラブモリタ ヒロユキ

19分32秒134 並木　大輔9038 山中グループ

19分37秒135 安齋 勝9163 アンザイ マサル

19分45秒136 渡邉　真9030 山中グループ

19分56秒137 鬼本 真一郎9057 株式会社シグマクシスキモト シンイチロウ

19分58秒138 長澤　裕一郎9039 山中グループ

20分16秒139 中島　政人9019 山中グループ

20分25秒140 小堀 茂雄9153 リンリンホーコボリ シゲオ

20分33秒141 三木　正晴9014 山中グループ

20分43秒142 柳川 満治9052 カワグチハイホーヤナガワ ミツハル

21分06秒143 八木 浩平9105 日本中央バスヤギ コウヘイ

21分07秒144 御木　裕9184 武蔵野銀行　久喜支店ミキ ユタカ
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- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般男子　（高校生～49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

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

21分16秒145 山口　政和9172 ヤマグチ マサカズ

21分47秒146 粉川 翔9155 コガワ ショウ

21分57秒147 増渕　斎9029 山中グループ

22分19秒148 三谷　武士9010 山中グループ

22分36秒149 新井 健寛9065 久喜市役所アライ タケヒロ

22分38秒150 照内 文了9055 無所属テルウチ フミアキ

23分01秒151 朝倉 啓友9085 けいわマラソンクラブアサクラ ケイスケ

23分09秒152 石附 裕9157 橋本総業株式会社イシヅキ ユタカ

23分16秒153 山中　大吾9001 山中グループ

23分29秒154 笹原 直斗9069 久喜市ササハラ ナオト

23分33秒155 切貫　博久9180 キリヌキ ヒロヒサ

23分48秒156 古川 尚人9084 けいわマラソンクラブフルカワ ヒサト

23分56秒157 川名　弘一9032 山中グループ

25分28秒158 鎌田 匡介9086 けいわマラソンクラブカマタ キョウスケ

25分38秒159 西村　正弘9178 ニシムラ マサヒロ

25分55秒160 田端　雅也9021 山中グループ

25分55秒161 田端　一城9020 山中グループ

26分19秒162 梅村　豊一9025 山中グループ

28分07秒163 新實 啓介9087 けいわマラソンクラブニイノミ ケイスケ

32分04秒164 四家　正之9002 山中グループ

32分04秒165 阿部　秀夫9181 アベ ヒデオ

32分05秒166 小林　和男9036 山中グループ
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