
- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　小学生女子（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

7分52秒1 加藤 真緒18029 市原ＡＣカトウ マオ

8分04秒2 今泉　曜18081 栗橋小学校イマイズミ　ヨウ

8分07秒3 小野　日菜子18095 白岡東小学校オノ ヒナコ

8分07秒4 五十嵐 茉白18021 イガラシ マシロ

8分19秒5 猪俣 優来18031 小山城東小学校イノマタ ユラ

8分29秒6 高橋 蒼生18010 原市南小学校タカハシ アオイ

8分29秒7 竹内 朝日18025 タケウチ アサ

8分34秒8 野川 碧18074 小林小学校ノガワ アオイ

8分36秒9 遠藤 瑞季18007 久喜市立太田小学校エンドウ ミズキ

8分48秒10 樋口 心彩18043 ヒグチ ココア

8分49秒11 田中 乃愛18003 栗橋西小学校タナカ ノア

8分53秒12 植田 莉生18014 植竹小学校ウエダ リオ

8分54秒13 栗山 華18013 加須ジュニアクリヤマ ハナ

8分55秒14 土井 彩愛18055 久喜市立太田小学校ドイ アヤナ

8分55秒15 戸谷 優海18023 トヤ ユウミ

8分56秒16 久保陽乃18062 青葉小学校クボ　ヒナノ

9分02秒17 小林 果鈴18004 太田小学校コバヤシ カリン

9分10秒18 渡辺　永遠18064 久喜東小学校ワタナベ　トワ

9分10秒19 小島　美花18063 久喜東小学校コジマ　ハナ

9分12秒20 柿沼　愛18057 江面第一小学校カキヌマ　ココ

9分17秒21 宮内 美帆18028 久喜市立太田小学校ミヤウチ ミホ

9分21秒22 田中　結心18045 久喜小学校タナカ　ユウミ

9分22秒23 渡部 朱莉18036 鶴岡持久走クラブワタナベ アカリ

9分25秒24 橋本　亜美18094 ハシモト アミ

9分25秒25 野口 陽菜乃18011 上尾市立原市小学校ノグチ ヒナノ

9分29秒26 斉藤 陽香18027 桜田小学校サイトウ ハルカ

9分30秒27 瀬崎 蒼依18041 セザキ アオイ

9分31秒28 金子 絢香18015 江面第一小学校カネコ アヤカ

9分32秒29 高橋 歩夢18032 友誠館タカハシ アム

9分33秒30 大日向 遥海18053 久喜市立太田小学校オオヒナタ ハルミ

9分33秒31 松野　和奏18090 東鷲宮小学校マツノ　ワカナ

9分33秒32 篠原 夏実18018 シノハラ ナツミ

9分34秒33 小畑　友香18069 久喜北小学校オバタ　ユウカ

9分36秒34 熊本 凜沙18008 菖蒲小学校クマモト リサ

9分41秒35 森　野々花18048 久喜小学校モリ　ノノカ

9分41秒36 平澤 美怜18009 菖蒲小学校ヒラサワ ミレイ

9分42秒37 関根 未来18039 セキネ ミク

9分46秒38 深谷 優衣18006 加須市立大利根東小学校フカヤ ユウイ

9分46秒39 平阪 幸奈18017 久喜東小学校ヒラサカ ユキナ

9分47秒40 千勝　里咲18044 久喜小学校チカツ　リサ

9分48秒41 阿部　里咲18098 アベ リサ

9分48秒42 花見　莉来18070 久喜北小学校ハナミ　リコ

9分48秒43 尾﨑　友音18050 久喜小学校オザキ　トモネ

9分49秒44 小林 那奈18037 宮代剣友会コバヤシ ナナ

9分53秒45 寺井　晶18073 久喜北小学校テライ　アキラ

9分54秒46 天川　夏歩18080 栗橋小学校アマカワ　カホ

9分55秒47 遠藤　咲希18096 久喜市立桜田小学校エンドウ サキ

9分55秒48 井上 瑞稀18019 宮代剣友会イノウエ ミズキ
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9分56秒49 寺井　歩夢18072 久喜北小学校テライ　アユム

9分57秒50 印南　綾乃18058 江面第二小学校インナミ　アヤノ

10分00秒51 森　理緒18099 花崎北小学校モリ リオ

10分00秒52 柴崎 胡春18030 シバザキ コハル

10分07秒53 山中　芙雪18067 久喜北小学校ヤマナカ　フユキ

10分11秒54 原田　紫月18085 砂原小学校ハラダ　シヅク

10分14秒55 江原　愛菜18056 江面第一小学校エハラ　アイナ

10分16秒56 岡本　実央18084 砂原小学校オカモト　ミオ

10分19秒57 岩崎 楽々18052 久喜市立太田小学校イワサキ ララ

10分19秒58 田中　佑芽18077 菖蒲東小学校タナカ　ユメ

10分24秒59 上原　萌瑛18002 山中グループ

10分27秒60 松本　純奈18066 久喜北小学校マツモト　ジュンナ

10分28秒61 永井 来望18026 ナガイ クルミ

10分29秒62 金尾　梨沙18059 本町小学校カナオ　リサ

10分34秒63 蓮見　紫陽花18046 久喜小学校ハスミ　シヨカ

10分38秒64 吉岡 陽葵18042 ヨシオカ ヒマリ

10分40秒65 長谷部 あい華18075 小林小学校ハセベ アイカ

10分41秒66 加藤　葵18087 東鷲宮小学校カトウ　アオイ

10分42秒67 島　幸穂18068 久喜北小学校シマ　ユキホ

10分42秒68 岩本 花恵18054 久喜市立太田小学校イワモト ハナエ

10分44秒69 増川　美弥18060 本町小学校マスカワ　ミヤ

10分45秒70 熊倉 柚羽18040 桜田小学校クマクラ ユワ

10分46秒71 山家　あやな18047 久喜小学校ヤマイエ　アヤナ

10分53秒72 小林　なる18097 久喜東小コバヤシ ナル

10分54秒73 大作　菜々花18001 山中グループ

11分04秒74 原田　陽真莉18092 東鷲宮小学校ハラダ　ヒマリ

11分05秒75 金子　奈波18065 久喜北小学校カネコ　ナナミ

11分08秒76 松本　結花18091 東鷲宮小学校マツモト　ユイカ

11分09秒77 武井 心海18005 太田小学校タケイ ココミ

11分15秒78 木村　佳澄18088 東鷲宮小学校キムラ　カスミ

11分23秒79 川口　茉央18100 菖蒲東小学校カワグチ マオ

11分23秒80 森田　美結18079 栗橋小学校モリタ　ミユ

11分28秒81 成瀬 葵18020 ナルセ アオイ

11分30秒82 山根　凜18049 久喜小学校ヤマネ　リン

11分30秒83 石井　ひかり18051 久喜小学校イシイ　ヒカリ

11分50秒84 川口　莉央18078 菖蒲東小学校カワグチ　リオ

12分09秒85 添田　結衣18083 砂原小学校ソエダ　ユイ

12分39秒86 梶原 衣央里18033 桜田小カジワラ イオリ

12分44秒87 木村 安祐美18035 キムラ アユミ

16分26秒88 大平苺華18061 青葉小学校オオヒラ　マイカ
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