
- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生男子（３～４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59秒1 谷合 伶文16066 新郷小学校タニアイ レイヤ

7分08秒2 渡部 智義16041 上高野小学校ワタナベ トモアキ

7分08秒3 石井 琉之介16051 東葛ＲＣイシイ リュウノスケ

7分17秒4 川口　楓太16151 砂原小学校カワグチ　フウタ

7分19秒5 加藤 柊星16032 久喜友誠館カトウ シュウセイ

7分29秒6 利根川 悠樹16062 東葛ＲＣトネガワ ハルキ

7分37秒7 関根 進太郎16056 野田ジュニアセキネ シンタロウ

7分42秒8 新井 陽翔16042 上野台小学校アライ ハルト

7分48秒9 中山　瑞稀16129 久喜東小学校ナカヤマ　ミズキ

7分50秒10 渋谷 羽琉16046 久喜友誠館シブヤ ハル

7分56秒11 田中　樹16158 東鷲宮小学校タナカ　イツキ

7分56秒12 神山 晃士朗16050 川崎小学校カミヤマ コウシロウ

7分57秒13 倉部 翔輝16055 野田ジュニアクラベ ショウキ

7分57秒14 高橋 空也16048 浦安東野小学校タカハシ クウヤ

8分00秒15 川口 朔16033 久喜市立東鷲宮小学校カワグチ ハジメ

8分00秒16 米田 萬雄16024 富士見小学校ヨネダ マオ

8分01秒17 稲村　亮佑16141 栗橋小学校イナムラ　リョウスケ

8分01秒18 矢崎 弘樹16064 久喜市立桜田小学校ヤザキ ヒロキ

8分02秒19 須藤 瀧雅16072 東葛ＲＣスドウ ソウマ

8分04秒20 田畑　慶多16118 江面第一小学校タバタ　ケイタ

8分07秒21 鈴木成16127 青葉小学校スズキ　ナル

8分09秒22 鈴木 瑛太16105 久喜市立太田小学校スズキ エイタ

8分10秒23 松倉 孔16061 桐生市南小学校マツクラ コウ

8分14秒24 田川 勇志郎16031 ＴＥＡＭ不破タガワ ユウシロウ

8分20秒25 新井 創介16047 和田小学校アライ ソウスケ

8分23秒26 永野 葵叶16120 清久小学校ナガノ アイト

8分23秒27 増田　颯士16113 江面第一小学校マスダ　ハヤト

8分24秒28 髙橋　慶行16096 久喜小学校タカハシ　ヨシユキ

8分25秒29 小嶋恵大16128 青葉小学校コジマ　ケイタ

8分25秒30 大屋 竣葵16065 加須ジュニアオオヤ シュンキ

8分27秒31 髙波　希和16097 久喜小学校タカナミ　キワ

8分32秒32 高石 大世16076 ＭＯＶＥＦＡＳＴタカイシ タイセイ

8分32秒33 小林 颯人16040 中川小学校コバヤシ ハヤト

8分33秒34 野原　夢生16125 本町小学校ノハラ　ユウキ

8分39秒35 園田　大悟16147 砂原小学校ソノダ　ダイゴ

8分40秒36 岩瀬　渉16159 栗橋南小学校イワセ ワタル

8分41秒37 櫻井　颯人16156 東鷲宮小学校サクライ　ハヤト

8分42秒38 新居　大知16090 久喜小学校アライ　ダイチ

8分43秒39 野川 暖16132 小林小学校ノガワ  ダン

8分46秒40 茶木 蒼太16017 久喜市立桜田小学校チャキ ソウタ

8分47秒41 福田 泰自16054 久喜東小学校フクダ タイジ

8分47秒42 荒井 蒼空16023 桜田小学校アライ ソラ

8分48秒43 牧野　絢也16146 上内小学校マキノ　ジュンヤ

8分49秒44 安藤 大悟16079 太田小アンドウ ダイゴ

8分50秒45 比企　珠希16140 栗橋小学校ヒキ　タマキ

8分52秒46 倉持 勇太16016 久喜友誠館クラモチ ユウタ

8分55秒47 中野 友太16067 久喜小学校ナカノ ユウタ

8分55秒48 高橋　勇多16160 栗橋南小学校タカハシ ユウタ
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8分56秒49 太田　琉希16102 久喜小学校オオタ　リュウキ

8分58秒50 阿部 聡16080 菖蒲東小学校アベ サトシ

8分58秒51 安齋 桜空16083 アンザイ サク

8分58秒52 加藤　優太16130 久喜北小学校カトウ　ユウタ

8分58秒53 松吉 翔大16011 菖蒲東小学校マツヨシ ショウタ

9分00秒54 小林　遼馬16153 東鷲宮小学校コバヤシ　リョウマ

9分02秒55 勝俣　颯16091 久喜小学校カツマタ　ソウ

9分02秒56 上原 優冬16071 東鷲宮Ｆ??ウエハラ ヒロト

9分04秒57 河村 龍聖16068 桜田小学校カワムラ リュウセイ

9分05秒58 宮西　凛人16142 鷲宮小学校ミヤニシ　リント

9分06秒59 田島　京16117 江面第一小学校タジマ　キョウ

9分07秒60 松本　拓真16122 本町小学校マツモト　タクマ

9分09秒61 小谷野 来波16025 栗橋小学校コヤノ ライハ

9分11秒62 塚田　宙大16162 久喜東小学校ツカダソウタ

9分11秒63 小澤 拓海16022 久喜市立栗橋南小学校オザワ タクミ

9分11秒64 山之内　竜惺16088 久喜小学校ヤマノウチ　リュウセイ

9分14秒65 比企　翔音16087 久喜小学校ヒキ　カオン

9分14秒66 中山 心丈16109 久喜市立太田小学校ナカヤマ シンジョウ

9分15秒67 酒井　正平16152 東鷲宮小学校サカイ　ショウヘイ

9分17秒68 根本朔椰16126 青葉小学校ネモト　サクヤ

9分18秒69 渡辺 巧16131 小林小学校ワタナベ タクミ

9分19秒70 岩橋 薫16073 イワハシ カオル

9分19秒71 吉田　陽翔16089 久喜小学校ヨシダ　ハルト

9分19秒72 川畑 和輝16008 鷲宮小学校カワバタ カズキ

9分20秒73 浅野 陸16037 アサノ リク

9分23秒74 柴本　健誠16144 上内小学校シバモト　ケンセイ

9分24秒75 坂本 悠斗16010 久喜東小学校サカモト ハルト

9分24秒76 小林 叶和16005 東鷲宮小学校コバヤシ トワ

9分26秒77 大澤 健侍16063 株式会社　英オオサワ ケンシ

9分28秒78 川畑 惺梧16059 カワバタ セイゴ

9分29秒79 岡本　悠希16161 オカモト ユウキ

9分32秒80 小野　寛稀16154 東鷲宮小学校オノ　ヒロキ

9分33秒81 髙橋　宇靖16112 江面第一小学校タカハシ　ヒサヤス

9分35秒82 近森 僚牙16058 チカモリ リョウガ

9分35秒83 大熊　月人16002 山中グループ

9分37秒84 景山　雄斗16149 砂原小学校カゲヤマ　ユウト

9分37秒85 斉藤 浩生16104 久喜市立太田小学校サイトウ ヒロキ

9分39秒86 榎本 大雅16029 松戸市立上本郷小学校エノモト タイガ

9分40秒87 須賀　智久16094 久喜小学校スガ　トモヒサ

9分40秒88 内田　輝16115 江面第一小学校ウチダ　ヒカル

9分40秒89 内海 響16110 久喜市立太田小学校ウツミ ヒビキ

9分41秒90 松本　琉輝16157 東鷲宮小学校マツモト　リュウキ

9分43秒91 後藤 翔生16021 久喜東小学校ゴトウ ショウセイ

9分45秒92 横山 和哉16107 久喜市立太田小学校ヨコヤマ カズヤ

9分45秒93 服部　結樹16101 久喜小学校ハットリ　ユウキ

9分45秒94 上原　幸響16136 栢間小学校ウエハラ　サキョウ

9分48秒95 渡辺 陽亮16069 久喜東小学校ワタナベ ヨウスケ

9分50秒96 東野 真大16163
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9分50秒97 吉田　恵太16111 江面第一小学校ヨシダ　ケイタ

9分51秒98 小笠原 真大16084 オガサワラ マヒロ

9分55秒99 瀬山　恭平16139 栗橋西小学校セヤマ　キョウヘイ

9分58秒100 藤崎 直人16074 フジサキ ナオト

9分58秒101 森山　純馬16138 菖蒲東小学校モリヤマ　トウマ

9分59秒102 渡辺 廉仁16012 芝川小学校ワタナベ レント

9分59秒103 山之内　颯希16098 久喜小学校ヤマノウチ　ソウキ

10分02秒104 石塚　徹平16114 江面第一小学校イシヅカ　テッペイ

10分03秒105 金澤 裕也16121 清久小学校カナザワ ユウヤ

10分07秒106 藤本 瞬16015 久喜市立太田小学校フジモト シュン

10分07秒107 小林　大輝16003 山中グループ

10分07秒108 新藤 倫琉16106 久喜市立太田小学校シンドウ トモル

10分09秒109 高橋 貫太16013 久喜東小学校タカハシ カンタ

10分10秒110 堺　翔太16124 本町小学校サカイ　ショウタ

10分13秒111 金子　靖人16116 江面第一小学校カネコ　ハルト

10分14秒112 大熊 将生16014 久喜市立菖蒲小学校オオクマ ショウセイ

10分21秒113 宮下 海晴16060 ミヤシタ カイセイ

10分22秒114 横山　孝成16119 江面第一小学校ヨコヤマ　コウセイ

10分24秒115 渡邊　瑞基16135 栢間小学校ワタナベ　ミズキ

10分24秒116 金子　昊平16133 栢間小学校カネコ　コウヘイ

10分25秒117 齋藤　翼16143 上内小学校サイトウ　ツバサ

10分25秒118 浜崎 諒人16077 久喜北小学校ハマサキ リョウト

10分27秒119 萩原　康太16134 栢間小学校ハギワラ　コウタ

10分27秒120 天神　愛也16145 上内小学校テンジン　マナヤ

10分28秒121 湯浅 秀翔16070 桜田小学校ユアサ シュウト

10分30秒122 歌代 悠希16043 栗橋小学校ウタシロ ユウキ

10分32秒123 初塩 琉斗16006 久喜市立桜田小学校ハツシオ リュウト

10分37秒124 安藤 嘉伸16085 栗橋小学校アンドウ ヨシノブ

10分38秒125 清水 悠右16038 草加小学校３年シミズ ユウスケ

10分45秒126 川山　世悟16155 東鷲宮小学校カワヤマ　セオ

10分52秒127 加藤 寿暁16034 朝日小カトウ トシアキ

10分53秒128 田嶋 佑心16045 タジマ ユシン

10分53秒129 鈴木 謙介16009 栗橋西小学校スズキ ケンスケ

10分54秒130 柳　勇太郎16093 久喜小学校ヤナギ　ユウタロウ

11分00秒131 内田　獅寿翔16150 砂原小学校ウチダ　シズト

11分02秒132 山次　慎太郎16099 久喜小学校ヤマジ　シンタロウ

11分10秒133 髙徳　大輔16095 久喜小学校タカトク　ダイスケ

11分19秒134 春原　空歩16148 砂原小学校スノハラ　ソラア

11分24秒135 小野目 尚人16030 菁莪小学校オノメ ナオト

11分30秒136 長澤　琉伊斗16100 久喜小学校ナガサワ　ルイト

11分36秒137 渡 佑斗16049 ワタリ ユウト

11分37秒138 杉田　息吹16092 久喜小学校スギタ　イブキ

11分43秒139 小松 朋広16004 東鷲宮小学校コマツ トモヒロ

11分58秒140 柿沼　丈16123 本町小学校カキヌマ　タケル

12分00秒141 信太　修一郎16103 久喜小学校シダ　シュウイチロウ

12分15秒142 金子 恭己16057 カネコ ミツミ

12分33秒143 伊藤　一護16086 久喜小学校イトウ　イチゴ

14分17秒144 山中　玲依16001 山中グループ
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15分06秒145 須藤 開斗16007 久喜市立久喜東小学校スドウ カイト
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