
- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生男子（５～６年）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 8:55:00

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

6分40秒1 磯谷 虎樹15051 久喜友誠館イソヤ コウキ

6分44秒2 篠 和真15028 芝川小学校シノ カズマ

6分46秒3 加藤 大晴15015 久喜友誠館カトウ タイセイ

6分49秒4 森尻 悠翔15041 栃木市大宮北小モリジリ ハルト

6分55秒5 片岡 遼哉15026 さいたま市立馬宮東小学校カタオカ リョウヤ

6分57秒6 横田 覇空斗15052 ヨコタ ハクト

6分58秒7 関根 慶15033 野田ジュニアセキネ ケイ

7分05秒8 鈴木 郁海15031 東葛ＲＣスズキ イクミ

7分06秒9 黒崎 優明15044 野田ジュニアクロサキ ユウメイ

7分07秒10 田川 誠志郎15013 ＴＥＡＭ不破タガワ セイシロウ

7分19秒11 植田 夏生15009 植竹小学校ウエダ カイ

7分21秒12 鈴木 遥斗15016 スズキ ハルト

7分23秒13 中村　昇平15098 東鷲宮小学校ナカムラ　ショウヘイ

7分24秒14 横田 大和15050 久喜友誠館ヨコタ ヤマト

7分25秒15 松林 巧磨15049 久喜北小学校マツバヤシ タクマ

7分27秒16 赤池陽向15071 青葉小学校アカイケ　ヒナタ

7分27秒17 中村　琉生15078 菖蒲小学校ナカムラ　リュウセイ

7分28秒18 鈴木 優斗15063 久喜市立太田小学校スズキ ユウト

7分28秒19 柴沼　晴輝15094 砂原小学校シバヌマ　ハルキ

7分29秒20 鍵山 琉星15012 琉琉琉りゅうせいかん琉琉カギヤマ リュウセイ

7分31秒21 根岸 龍之介15029 深谷市立川本北小ネギシ リュウノスケ

7分33秒22 井上 晴太15021 朝日小学校イノウエ ハルタ

7分34秒23 小白 陽太15008 青葉エンゼルスコハク ヨウタ

7分37秒24 黒木　悠汰15075 久喜北小学校クロキ　ユウタ

7分39秒25 星 和樹15005 青葉エンゼルスホシ カズキ

7分48秒26 山崎 晴矢15053 久喜ジュニア陸上クラブヤマザキ ハルヤ

7分48秒27 佐藤　亮太15059 久喜小学校サトウ　リョウタ

7分52秒28 倉部 陽輝15030 野田ジュニアクラベ ハルキ

7分56秒29 平子 侑輝15039 加須市花崎北小ヒラコ ユウキ

7分57秒30 小川 隼15023 大桑スカッシュオガワ シュン

7分58秒31 夘月　碧端15095 砂原小学校ウヅキ　アオバ

8分02秒32 兼坂 勇輝15004 青葉エンゼルスカネサカ ユウキ

8分07秒33 大川　暁星15089 鷲宮小学校オオカワ　アキトシ

8分07秒34 松本　青次15073 久喜東小学校マツモト　セイジ

8分09秒35 嘉瀬 優輝15043 カセ ユウキ

8分10秒36 西川 諒15020 ニシカワ リョウ

8分12秒37 小島　柊15074 久喜東小学校コジマ　シュウ

8分16秒38 比企　凰次朗15060 久喜小学校ヒキ　オウジロウ

8分16秒39 植村　尚平15093 砂原小学校ウエムラ　ショウヘイ

8分18秒40 鈴木　智也15084 栗橋西小学校スズキ　トモヤ

8分19秒41 笈沼 知広15025 栗橋南小学校オイヌマ チヒロ

8分21秒42 平阪 宗大15014 久喜東小学校ヒラサカ ソウタ

8分22秒43 小谷野 珠羽15011 栗橋小学校コヤノ シユウ

8分23秒44 石倉　稜士15065 江面第一小学校イシクラ　リョウジ

8分25秒45 高橋利知15070 青葉小学校タカハシ　リト

8分25秒46 印南　結史15066 江面第二小学校インナミ　ユイト

8分29秒47 清水 隼汰15006 青葉エンゼルスシミズ ハヤタ

8分30秒48 田中　悠登15081 菖蒲東小学校タナカ　ユウト
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8分30秒49 諸見里 アレン15003 久喜市立小林小学校モロミサト アレン

8分31秒50 外山　龍義15068 本町小学校トヤマ　リュウキ

8分32秒51 岡田　康平15056 久喜小学校オカダ　コウヘイ

8分32秒52 西本 桜太朗15042 粕壁小学校ニシモト オウタロウ

8分33秒53 斉藤　智大15097 東鷲宮小学校サイトウ　トモヒロ

8分33秒54 島口 拓也15062 久喜市立太田小学校シマグチ タクヤ

8分36秒55 鈴木 勘介15067 清久小学校スズキ カンスケ

8分36秒56 中村　圭吾15057 久喜小学校ナカムラ　ケイゴ

8分40秒57 塚本 大輝15007 青葉エンゼルスツカモト ダイキ

8分42秒58 濱田 陽生15036 ハマダ ハルキ

8分43秒59 米田 晴登15048 マイタ ハルト

8分43秒60 江原　光希15064 江面第一小学校エハラ　コウキ

8分50秒61 井上 硯太15022 朝日小学校イノウエ ケンタ

8分52秒62 岡田 朝陽15054 オカダ アサヒ

8分56秒63 青木 椋大15046 アオキ リョウタ

8分57秒64 高木 悠二朗15034 三箇小学校タカギ ユウジロウ

9分01秒65 松﨑　陽翔15091 砂原小学校マツザキ　ハルト

9分03秒66 渡 太一15027 ワタリ タイチ

9分06秒67 堤 力樹15017 ツツミ リキ

9分14秒68 坂牧　瑛太15076 久喜北小学校サカマキ　エイタ

9分17秒69 雨宮　健晟15055 久喜小学校アメミヤ　ケンセイ

9分18秒70 太田　亜唯夢15061 久喜小学校オオタ　アイム

9分24秒71 岡安虎太郎15086 栗橋小学校オカヤス　コタロウ

9分25秒72 岩崎　祥大15080 栢間小学校イワサキ　ショウダイ

9分35秒73 松村 隼斗15024 桜田小マツムラ ハヤト

9分36秒74 柿沼　広希15083 栗橋西小学校カキムマ　コウキ

9分53秒75 向嶌 千陽15040 ムコウジマ チハル

9分57秒76 増川　航太15069 本町小学校マスカワ　コウタ

10分00秒77 上原 和也15037 久喜市立桜田小学校ウエハラ カズヤ

10分00秒78 園田　健悟15092 砂原小学校ソノダ　ケンゴ

10分12秒79 高石 大斗15047 ＭＯＶＥＦＡＳＴタカイシ ヤマト

10分40秒80 山﨑　陽介15082 菖蒲東小学校ヤマザキ　ヨウスケ

10分41秒81 小笠原　悠也15058 久喜小学校オガサワラ　ユウヤ

10分43秒82 佐藤　颯汰15090 上内小学校サトウ　ソウタ

10分52秒83 大石 和弥15018 オオイシ カズヤ

11分08秒84 若林 文喜15045 大砂土小ワカバヤシ トモキ
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