
- 第3回久喜マラソン大会 -
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順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25
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主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

9分14秒1 小林 智奈13024 東浦和中学校コバヤシ トモナ

9分27秒2 日高 志允13037 久喜中陸上部ヒタカ ユキマサ

9分27秒3 二宮　翔太朗13161 市川市立第2中学校ニノミヤ ショウタロウ

9分32秒4 新井 健斗13030 久喜中学校アライ ケント

9分43秒5 森　寛太13162 久喜中学校モリ カンタ

9分44秒6 久保 哲汰13028 市川市立第二中学校クボ テツタ

9分56秒7 深川 寛聡13012 フカガワ ヒロサト

9分57秒8 星野 信玄13039 久喜中陸上部ホシノ シンゲン

10分00秒9 萩原 一帆13056 羽生南中ハギハラ カズホ

10分01秒10 木村 蒼希13017 キムラ ソウキ

10分02秒11 菅野 天翔13006 久喜中学校スガノ タカト

10分03秒12 大屋 渉悟13036 羽生南中学校オオヤ ショウゴ

10分06秒13 鍵山 光琉13011 友誠館ゆうせいかん友誠館カギヤマ ヒカル

10分07秒14 伊藤 卓斗13044 イトウ タクト

10分08秒15 向井　和哉13143 久喜市立栗橋東中学校ムカイ　カズヤ

10分08秒16 小川 琉聖13025 オガワ リュウセイ

10分10秒17 上澤　唯史13164 カミサワ ユサ

10分13秒18 西井戸　快13086 久喜東中学校ニシイド　カイ

10分16秒19 猿田　智也13171 市川市立第二中学校サルタ トモヤ

10分19秒20 高村 慧13033 開智未来タカムラ サトル

10分20秒21 青木 維吹13055 羽生南中アオキ イブキ

10分21秒22 伊藤 幸太郎13019 久喜友誠館陸上クラブイトウ コウタロウ

10分22秒23 松木 慧13007 千葉県市川市立第二中学・マツキ ケイ

10分24秒24 山野辺　怜司13073 久喜東中学校ヤマノベ　レイジ

10分26秒25 明石 樹生13038 久喜中陸上部アカシ タツキ

10分26秒26 三浦　宏太13145 久喜市立栗橋東中学校ミウラ　コウタ

10分28秒27 村山 俊輔13016 市川市立第二中学校ムラヤマ シュンスケ

10分33秒28 丹野　晴仁13142 久喜市立栗橋東中学校タンノ　ハルト

10分33秒29 長谷川 颯人13046 久喜中学校ハセガワ ハヤト

10分37秒30 松永 宏樹13027 マツナガ ヒロキ

10分38秒31 宮崎 寛人13059 開智未来中学高等学校ミヤザキ ヒロト

10分39秒32 小島 潤也13040 コジマ ジュンヤ

10分40秒33 村山 勝哉13009 市川二中ムラヤマ カツヤ

10分41秒34 岩田 佑13026 久喜中学校イワタ タスク

10分42秒35 坂本 匠真13052 篠津中学校サカモト タクマ

10分45秒36 飯塚征吾13172 菖蒲南中学校イイヅカセイゴ

10分45秒37 玉田 佑哉13048 久喜友誠館タマダ ユウヤ

10分45秒38 関口　勝也13146 久喜市立栗橋東中学校セキグチ　マサヤ

10分46秒39 尾崎 友彦13111 久喜市立栗橋東中学校オザキ トモヒコ

10分48秒40 八木 皓星13004 市川市立第二中学校ヤギ コウセイ

10分48秒41 小川 駿祐13045 羽生南中陸上部オガワ シュンスケ

10分49秒42 佐藤 瞭13107 久喜市立栗橋東中学校サトウ リョウ

10分52秒43 小林　海斗13190 菖蒲中学校コバヤシカイト

10分53秒44 高村 樹13034 開智未来タカムラ タツキ

10分57秒45 阪尾 日南太13035 久喜太東中サカオ ヒナタ

10分58秒46 新井 雄大13018 葦原中学アライ ユウダイ

10分58秒47 山崎 堅斗13020 大東中学校ヤマザキ ケント

11分00秒48 菊地　凌史13184 菖蒲中学校キクチリョウジ
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11分01秒49 平澤　朱門13186 菖蒲中学校ヒラサワシュモン

11分04秒50 巻島 陽13049 久喜中マキシマ ヒナタ

11分07秒51 小野寺 颯汰13051 久喜市立久喜東中学校オノデラ ソウタ

11分08秒52 加藤　奨啓13102 菖蒲南中学校カトウ　ショウケイ

11分15秒53 永島　駿13074 久喜東中学校ナガシマ　シュン

11分19秒54 國井　康平13163 久喜中学校クニイ コウヘイ

11分21秒55 小泉 孝太朗13021 久喜中学校３年５組コイズミ コウタロウ

11分23秒56 山崎　航大13104 菖蒲南中学校ヤマザキ　コウタ

11分23秒57 齋藤　良太郎13105 菖蒲南中学校サイトウ　リョウタロウ

11分24秒58 長谷川 俊13003 白岡市立白岡中学校ハセガワ シュン

11分27秒59 永沼　賢大13131 久喜市立栗橋東中学校ナカヌマ　ケンタ

11分31秒60 箕輪　剛士13165 市川二中ミノワ ツヨシ

11分33秒61 山根 豪太13174

11分34秒62 呉 宗哉13126 久喜市立栗橋東中学校クレ シュウヤ

11分38秒63 利根川 巧磨13057 久喜中トネガワ タクマ

11分39秒64 大塚 慶悟13125 久喜市立栗橋東中学校オオツカ ケイゴ

11分40秒65 金崎　広透13144 久喜市立栗橋東中学校カネザキ　ヒロト

11分40秒66 大谷津匡助13153 鷲宮東中学校オオヤツ　タダスケ

11分41秒67 岡田 大河13058 オカダ タイガ

11分44秒68 吉野　聡太13085 久喜東中学校ヨシノ　ソウタ

11分49秒69 杉森 未來13015 スギモリ ミライ

11分49秒70 今井彰孝13150 鷲宮東中学校イマイ　アキタカ

11分51秒71 伊藤 大河13117 久喜市立栗橋東中学校イトウ タイガ

11分53秒72 岸　奈緒人13103 菖蒲南中学校キシ　ナオト

11分57秒73 石島 浩二郎13109 久喜市立栗橋東中学校イシジマ コウジロウ

11分59秒74 百瀬　拓海13106 菖蒲南中学校モモセ　タクミ

12分00秒75 猪俣 光我13121 久喜市立栗橋東中学校イノマタ コウガ

12分02秒76 谷田 智也13127 久喜市立栗橋東中学校タニタ トモヤ

12分02秒77 小林 洋輝13112 久喜市立栗橋東中学校コバヤシ ヒロキ

12分05秒78 小尾 真斗13114 久喜市立栗橋東中学校オビ マナト

12分07秒79 保科　謙伸13066 久喜東中学校ホシナ　ケンシン

12分08秒80 齋藤 楓13113 久喜市立栗橋東中学校サイトウ カエデ

12分09秒81 村岡 悟琉13002 久喜東中学校ムラオカ サトル

12分12秒82 渡辺 悠人13116 久喜市立栗橋東中学校ワタナベ ユウト

12分12秒83 長野侑13154 鷲宮東中学校ナガノ　アツム

12分13秒84 坂田　真之介13075 久喜東中学校サカタ　シンノスケ

12分14秒85 中島 颯祐13119 久喜市立栗橋東中学校ナカジマ ソウスケ

12分16秒86 大澤 翔13032 株式会社　英オオサワ ショウ

12分17秒87 小川　大喜13139 久喜市立栗橋東中学校オガワ　ダイキ

12分19秒88 遠藤　聖也13129 久喜市立栗橋東中学校エンドウ　セイヤ

12分19秒89 宮下　尚丈13166 市川市立第二中学校ミヤシタ ナオヒロ

12分21秒90 槙島 将徳13050 久喜中学校マキシマ ユキト

12分21秒91 宮沢 悠輝13115 久喜市立栗橋東中学校ミヤザワ ユウキ

12分22秒92 浦上 祐真13110 久喜市立栗橋東中学校ウラガミ ユウマ

12分24秒93 斉藤大樹13157 鷲宮東中学校サイトウ　ダイキ

12分25秒94 長　晴輝13076 久喜東中学校チョウ　ハルキ

12分25秒95 安田　怜桜13083 久喜東中学校ヤスダ　レオ

12分26秒96 安部 蒼真13047 久喜中陸上部アベ ソウマ
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12分35秒97 野中 亮汰13124 久喜市立栗橋東中学校ノナカ リョウタ

12分38秒98 荒井　環13189 菖蒲中学校アライタマキ

12分39秒99 ズッシ　怜旺13079 久喜東中学校ズッシ　レオ

12分42秒100 石川 稜之助13123 久喜市立栗橋東中学校イシカワ リョウノスケ

12分44秒101 鈴木 塁13005 久喜中学校スズキ ルイ

12分45秒102 石﨑　朱羅13065 久喜東中学校イシザキ　シュラ

12分46秒103 槇島優樹13159 鷲宮東中学校マキシマ　ユウキ

12分46秒104 真田　夢大13136 久喜市立栗橋東中学校サナダ　ユウト

12分49秒105 高柳 飛羽13122 久喜市立栗橋東中学校タカヤナギ トワ

12分49秒106 杉森 朝日13014 スギモリ アサヒ

12分57秒107 松尾 一慧13108 久喜市立栗橋東中学校マツオ イッケイ

12分58秒108 久野裕太13155 鷲宮東中学校クノ　ユウタ

13分02秒109 谷藤　夏樹13070 久喜東中学校タニフジ　カズキ

13分03秒110 高山　凌嘉13078 久喜東中学校タカヤマ　リョウガ

13分05秒111 池上　晃敏13090 菖蒲中学校イケガミアキト

13分05秒112 菊地　将弘13195 菖蒲中学校キクチマサヒロ

13分22秒113 川端　遥斗13137 久喜市立栗橋東中学校カワバタ　ハルト

13分23秒114 吉田佳叶13149 鷲宮東中学校ヨシダ　カイト

13分26秒115 鈴木　智也13094 菖蒲中学校スズキトモヤ

13分28秒116 吉岡　玖瑠斗13101 菖蒲中学校ヨシオカ　クルト

13分30秒117 武本　匠永13183 菖蒲中学校タケモトショウエイ

13分30秒118 熊倉 来緒13008 スウィン大教クマクラ ライオ

13分38秒119 齊藤 和真13054 サイトウ カズマ

13分40秒120 金澤　優13098 菖蒲中学校カナザワユウ

13分41秒121 片渕晃成13147 鷲宮東中学校カタブチ　コウセイ

13分41秒122 青柳拓海13148 鷲宮東中学校アオヤギ　タクミ

13分42秒123 米田　翔空13135 久喜市立栗橋東中学校ヨネダ　トア

13分44秒124 染谷　捷太13138 久喜市立栗橋東中学校ソメヤ　ショウタ

13分45秒125 楠本　遼祐13133 久喜市立栗橋東中学校クスモト　リョウユウ

13分50秒126 山口　穂人13069 久喜東中学校ヤマグチ　ホヒト

13分51秒127 斉藤　友輝13093 菖蒲中学校サイトウユウキ

13分57秒128 岩﨑　龍人13081 久喜東中学校イワサキ　リュウジン

13分58秒129 芝嵜　隼輔13068 久喜東中学校シバサキ　シュンスケ

13分58秒130 佐藤　奎介13130 久喜市立栗橋東中学校サトウ　ケイスケ

13分59秒131 平野 光13022 久喜東中ヒラノ ヒカル

13分59秒132 村松　嵩13140 久喜市立栗橋東中学校ムラマツ　シュウ

14分00秒133 佐藤　潤13168 久喜ジュニア陸上クラブサトウ ジュン

14分01秒134 阪谷　倭13141 久喜市立栗橋東中学校サカタニ　ヤマト

14分09秒135 絹谷　聡生13092 菖蒲中学校キヌヤソウセイ

14分11秒136 松本　崚13095 菖蒲中学校マツモトリョウ

14分14秒137 横田 将成13053 ヨコタ ショウセイ

14分14秒138 和知 颯斗13010 草加市立青柳中ワチ ハヤト

14分15秒139 渡部 湧暉13064 久喜南中学校ワタベ ユウキ

14分23秒140 林蒼生13158 鷲宮東中学校ハヤシ　アオイ

14分24秒141 三浦　涼雅13185 菖蒲中学校ミウラリョウガ

14分31秒142 関口 健人13062 久喜南中学校セキグチ タケト

14分32秒143 中島　輝一13187 菖蒲中学校ナカジマキイチ

14分34秒144 木村　翼13188 菖蒲中学校キムラツバサ
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14分42秒145 杉村 知宏13043 陸上部スギムラ トモヒロ

14分43秒146 清水　大聖13082 久喜東中学校シミズ　ヒロト

14分44秒147 鈴木柊人13152 鷲宮東中学校スズキ　シュウト

14分46秒148 金子 玄宗13029 カネコ ハルムネ

14分47秒149 小林　優詩13128 久喜市立栗橋東中学校コバヤシ ユウシ

14分47秒150 西山　兼人13175

14分54秒151 安田里喜13156 鷲宮東中学校ヤスダ　リキ

15分05秒152 進藤　朔也13096 菖蒲中学校シンドウサクヤ

15分22秒153 小池 祥馬13041 コイケ ショウマ

15分33秒154 森井 恭介13061 久喜南中学校モリイ キョウスケ

15分34秒155 千葉 大和13060 久喜南中学校チバ ヤマト

15分34秒156 中村 至恩13063 久喜南中学校ナカムラ シオン

15分37秒157 藤枝　大夢13192 菖蒲中学校フジエダヒロム

15分39秒158 久保谷　翔梧13067 久喜東中学校クボヤ　ショウゴ

16分00秒159 戎本　賢人13071 久喜東中学校エビスモト　ケント

16分00秒160 内藤　剛13077 久喜東中学校ナイトウ　ゴウ

16分31秒161 西崎　彰倫13173

16分31秒162 武井　快利13080 久喜東中学校タケイ　カイリ

17分32秒163 齋藤　蓮13089 菖蒲中学校サイトウレン

17分33秒164 矢部　駿13196 菖蒲中学校ヤベシュン

17分33秒165 遠藤　玄大13088 菖蒲中学校エンドウハルタ

17分59秒166 岡野　草太13091 菖蒲中学校オカノソウタ

18分59秒167 陸　広樹13193 菖蒲中学校オカヒロキ

18分59秒168 川島　淳史13194 菖蒲中学校カワシマアツシ

27分10秒169 高木 壮一朗13031 菖蒲中学校タカギ ソウイチロウ
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