
- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般男子（５０歳代以上）

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

10分35秒1 戸ヶ崎 鉄郎10018 カナガワＲＣトガサキ テツロウ

10分56秒2 大内 利典10014 富田東小学校オオウチ トシノリ

11分01秒3 福田 秀次10046 フクダ ヒデツグ

11分09秒4 渡辺 弘幸10044 ＴＡＩＨＯＨワタナベ ヒロユキ

11分15秒5 竹澤 利之10038 タケザワ トシユキ

11分31秒6 廣瀬 哲10045 広信走友会ヒロセ サトル

11分37秒7 金子 和弘10050 かっとばせ！カネコ カズヒロ

11分38秒8 池田 健司10036 東光高岳イケダ ケンジ

11分40秒9 若林 明彦10031 楓ＡＣワカバヤシ アキヒコ

11分41秒10 江原 千裕10015 加須市役所エハラ チヒロ

11分43秒11 長野 朋樹10019 葛西ランナーズナガノ トモキ

11分47秒12 萬木 義範10040 Ｒ２西日本ユルギ ヨシノリ

11分54秒13 添野 義光10025 チョー気持ちいいソエノ ヨシミツ

11分56秒14 大森 武10034 丸一運輸株式会社オオモリ タケシ

12分04秒15 藤田 仁10023 たまごＲＣフジタ ヒトシ

12分07秒16 古澤　真樹10078 (有)グリーンライフ久喜フルサワ マサキ

12分25秒17 冨田 正伸10041 別所沼スマイルＲＣトミタ マサノブ

12分30秒18 野上 喜之10043 ノガミ ヨシユキ

12分35秒19 小林 稔10054 大日本印刷コバヤシ ミノル

12分45秒20 中野 浩久10052 ナカノ ヒロヒサ

12分48秒21 加藤 和寿10035 チーム寿々子カトウ カズトシ

13分02秒22 竹林 宏10048 タケバヤシ ヒロシ

13分19秒23 小坂 裕一10029 コサカ ユウイチ

13分39秒24 河原木 儀蔵10037 東光高岳カワラギ ギゾウ

13分43秒25 深野 健一10027 サンケン電気ＯＢフカノ ケンイチ

14分06秒26 樋口 寛10055 大日本印刷ヒグチ ユタカ

14分14秒27 田中　正浩10073 タナカ マサヒロ

14分21秒28 萩原 邦男10021 千葉真子ベストスマイルハギワラ クニオ

14分55秒29 染矢 博基10042 （株）ＳＭＣソメヤ ヒロキ

15分38秒30 木﨑　郁夫10081 キザキ イクオ

15分39秒31 吉田 智和10028 野田二ツ塚小学校ヨシダ ノリカズ

16分19秒32 大迫 博之10022 オオサコ ヒロユキ

16分43秒33 島辺 政秀10010 なしシマベ マサヒデ

17分02秒34 横尾　清信10060 ヨコオ セイシン

17分09秒35 内山 盛年10033 オッテモウチヤマ モリトシ

17分21秒36 井出　廣久10059 イデ ヒロヒサ

17分22秒37 山﨑　幸雄10079 ヤマサキ ユキオ

17分36秒38 稲葉　隆則10076 イナバ タカノリ

17分52秒39 齊田　保彦10064 サイタ ヤスヒコ

17分54秒40 森川 鏡一10011 池の台走友会モリカワ キヨウイチ

17分55秒41 田中 芳行10016 所属無しタナカ ヨシユキ

17分58秒42 藤原　博美10080 フジワラ ヒロミ

18分01秒43 和久田　克美10083 日出見荘祈繁栄ワクダ　カツヨシ

18分12秒44 内田 一10047 クラリオンウチダ ハジメ

18分25秒45 阿部　孝夫10066 アベ タカオ

18分28秒46 仲村　薫10068 ナカムラ カオル

18分42秒47 桜井　祐一郎10077 日本信号サクライ ユウイチロウ

18分58秒48 小暮　浩10072 埼玉りそな銀行コグレ ヒロシ
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19分02秒49 関口　義隆10075 セキグチ ヨシタカ

19分20秒50 落合 幸一10008 会社員オチアイ コウイチ

19分33秒51 今野　紳一郎10070 ゆっくらーずコンノ シンイチロウ

19分34秒52 矢代　彌一10063 ヤシロ ヤイチ

19分34秒53 金子　房雄10082 カネコ フサオ

19分39秒54 神谷　正人10001 山中グループ

19分55秒55 横山 裕朗10057 チームけらあんヨコヤマ ヒロアキ

19分57秒56 浜野 豊10058 東武ビルマネジメント株式・ハマノ ユタカ

20分01秒57 竹内 尚彦10009 なしタケウチ ナオヒコ

20分12秒58 小林 幸男10056 株式会社山田商会コバヤシ ユキオ

20分31秒59 斉藤　正夫10061 サイトウ マサオ

21分13秒60 蓮見　勝功10071 ハスミ カツノリ

21分44秒61 林　米治10069 ハヤシ ヨネジ

21分59秒62 新井 正吾10032 けいわマラソンクラブアライ ショウゴ

22分05秒63 鈴木　信彦10067 スズキ ノブヒコ

22分35秒64 友菊　博10004 山中グループ

23分06秒65 木村　博道10074 キムラ ヒロミチ

23分08秒66 篠原　 諭10007 無しシノハラ サトシ

27分03秒67 木村 淳10026 キムラ アツシ

27分07秒68 横山　健二10002 山中グループ

27分25秒69 吉川 俊彦10013 みずほ銀行ヨシカワ トシヒコ

33分00秒70 佐藤　亥四治10065 サトウ イヨジ
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