
- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子　（高校生～39歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:30:00

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

1時間09分33秒1 山崎 竹丸1182 まるＲＣヤマサキ タケマル

1時間11分48秒2 坂口 享1659 サカグチ アキラ

1時間12分00秒3 渋川 裕二1401 高崎市役所ＲＣシブカワ ユウジ

1時間12分03秒4 原田 将徳1262 ＤＲＥＡＭハラダ マサノリ

1時間12分17秒5 杉山 悠1142 栃木陸協スギヤマ ユウ

1時間13分02秒6 土門 将輔1598 学習院大学ドモン ショウスケ

1時間14分01秒7 高林 大樹1335 ＭＫＰＪＴタカバヤシ ヒロキ

1時間15分00秒8 河合 謙一1226 日本規格協会カワイ ケンイチ

1時間15分17秒9 牧田 浩典1141 マキタ ヒロノリ

1時間15分36秒10 井上 裕介1138 ほっこりイノウエ ユウスケ

1時間15分41秒11 山田 瑞穂1734 ヤマダ ミズホ

1時間15分51秒12 丸谷 吉晴1530 マルタニ ヨシハル

1時間16分01秒13 穴原 健1124 埼玉県庁アナハラ タケシ

1時間16分05秒14 福井 規人1550 日本信号フクイ ノリヒト

1時間17分21秒15 濱岡 敦1286 日立大みかハマオカ アツシ

1時間17分24秒16 大島 俊一1348 古河ＲＣオオシマ シュンイチ

1時間17分45秒17 鋤柄 孝一1298 ＩＰＮＯＣスキガラ コウイチ

1時間18分19秒18 中野 洸介1521 さいたま市陸協ナカノ コウスケ

1時間18分41秒19 山嵜 大輔1279 塩グループヤマサキ ダイスケ

1時間19分02秒20 渡邉 旬1229 静岡県立高校生物教員ワタナベ ジュン

1時間19分04秒21 古川 涼1438 参議院フルカワ リョウ

1時間19分44秒22 鈴木 祐太1291 スズキ ユウタ

1時間20分12秒23 佐藤 寛毅1436 福島銀行サトウ ヒロキ

1時間20分58秒24 金内 正1706 カネウチ タダシ

1時間21分09秒25 後和 直樹1116 東京ランニング友の会ゴワ ナオキ

1時間21分18秒26 遠藤 直弥1426 初音ミクエンドウ ナオヤ

1時間21分36秒27 坂田 陽朗1596 サカタ ヒロオ

1時間21分51秒28 矢野 洋平1314 ヤノ ヨウヘイ

1時間22分04秒29 勝浦 圭司1122 大江戸飛脚会カツウラ ケイジ

1時間22分15秒30 西ヶ谷 洋輔1408 ＷＲＣニシガヤ ヨウスケ

1時間22分22秒31 高木 勇樹1701 ちゃータカギ ユウキ

1時間22分26秒32 佐藤 国光1431 高崎市役所ＲＣサトウ クニミツ

1時間22分30秒33 高山 昴一郎1136 タカヤマ コウイチロウ

1時間22分31秒34 中橋 昌平1324 ヴェルフェルナカハシ ショウヘイ

1時間22分31秒35 藤野 三法1645 筑波大学フジノ ミツノリ

1時間22分38秒36 福山 博貴1117 加須平成ＯＢフクヤマ ヒロタカ

1時間22分52秒37 山本 達也1191 東光高岳ヤマモト タツヤ

1時間23分09秒38 小玉 健太郎1843 コダマ ケンタロウ

1時間23分30秒39 鈴木 博孝1500 チーム５４スズキ ヒロタカ

1時間23分30秒40 本宮 祐樹1212 モトミヤ ユウキ

1時間23分43秒41 山崎 省吾1166 ヤマザキ ショウゴ

1時間23分49秒42 金川 智彦1483 とちぎん埼玉カナガワ トモヒコ

1時間23分53秒43 川口 良太1469 カワグチ リョウタ

1時間24分02秒44 山崎 晴雄1278 しんあいＲＣヤマサキ ハルオ

1時間24分02秒45 吉岡 玲1308 ヨシオカ レイ

1時間24分09秒46 山縣 和仁1433 応化マラソン部ヤマガタ カズヒト

1時間24分13秒47 大木 聡1409 オオキ サトシ

1時間24分27秒48 鈴木 陽平1120 千代田走友会スズキ ヨウヘイ
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1時間24分46秒49 田中 真吾1313 ローソンストアタナカ シンゴ

1時間24分52秒50 小林 健人1137 コバヤシ ケント

1時間24分59秒51 入江 卓也1115 ランデザインイリエ タクヤ

1時間25分03秒52 小林 優史1336 アシックスＲＣコバヤシ マサシ

1時間25分05秒53 伴 将史1248 バン マサシ

1時間25分06秒54 竹石 和人1126 ゆーすた９６タケイシ カズヒト

1時間25分08秒55 金子 匠1158 エポックケミカルカネコ タクミ

1時間25分33秒56 浅倉 和史1235 樂走組アサクラ カズフミ

1時間25分35秒57 引地 匠1503 ヒキチ タクミ

1時間25分41秒58 猪倉 歩1148 川崎市陸協イクラ アユム

1時間25分50秒59 大越 拓郎1215 ＧＲＯＷＩＮＧ　ＡＣオオコシ タクロウ

1時間25分59秒60 井関 康弘1185 埼玉県庁走友会イセキ ヤスヒロ

1時間26分02秒61 向島 誠一1640 ムコウジマ セイイチ

1時間26分27秒62 秋元 達也1253 アキモト タツヤ

1時間26分35秒63 石島 丈晴1674 イシジマ タケハル

1時間26分46秒64 川見 浩紀1463 カワミ ヒロノリ

1時間26分46秒65 栗田 裕也1612 星のや富士クリタ ユウヤ

1時間26分48秒66 澤田 健司1271 サワダ ケンジ

1時間27分05秒67 前田 健輔1234 平井ランニングクラブマエダ ケンスケ

1時間27分22秒68 篠原 賢司1405 ワイズビルドシノハラ ケンジ

1時間27分36秒69 得能 大輔1822 トクノウ ダイスケ

1時間28分04秒70 杉光 裕介1209 スギミツ ユウスケ

1時間28分16秒71 馬場 康典1162 関東日本フードババ ヤスノリ

1時間28分19秒72 樋上 裕也1256 まっかちんずヒノウエ ユウヤ

1時間28分35秒73 堀井 瑞穂1186 学習院大学ホリイ ミズホ

1時間28分47秒74 長谷川 弘太郎1509 ＳＯＮ埼玉ハセガワ コウタロウ

1時間28分49秒75 松原 晃1331 ヴェルフェルマツバラ アキラ

1時間28分53秒76 坂本 健司郎1445 ヨネックスサカモト ケンジロウ

1時間28分54秒77 武智 祐樹1143 ＮＴＴファシリティーズ中央タケチ ユウキ

1時間29分09秒78 松下 一正1750 岩槻槻の森ジョギングクラブマツシタ カズマサ

1時間29分13秒79 山迫 武瑠1507 ヤマサコ タケル

1時間29分22秒80 小宮 正大1791 ＳＣＲコミヤ マサヒロ

1時間29分29秒81 島貫 正嗣1208 気軽に皇居ランシマヌキ マサシ

1時間29分42秒82 九町 俊吾1183 第一三共株式会社クチョウ シュンゴ

1時間29分47秒83 松本 和也1457 マツモト カズヤ

1時間29分58秒84 乙部 哲也1544 蓮田市消防本部オトベ テツヤ

1時間30分00秒85 関 聡志1727 セキ サトシ

1時間30分06秒86 樋口 勇人1254 チーム金港堂ヒグチ ハヤト

1時間30分12秒87 中町 勇貴1644 ナカマチ ユウキ

1時間30分25秒88 中野 靖之1204 スパイダーさんナカノ ヤスユキ

1時間30分37秒89 杉崎 功一1288 スギサキ コウイチ

1時間30分38秒90 吉川 将史1538 ヨシカワ マサシ

1時間30分38秒91 松浦 真義1717 九段ＲＣマツウラ マサヨシ

1時間30分47秒92 鈴木 宏1520 久喜キッカーズスズキ ヒロシ

1時間30分51秒93 玉田 真之介1267 タマダ シンノスケ

1時間31分05秒94 小島 弘暉1317 スペシャル川口コジマ ヒロキ

1時間31分06秒95 平野 周1326 ヴェルフェルヒラノ シュウ

1時間31分16秒96 原 大輔1351 ハラ ダイスケ
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1時間31分22秒97 鷲巣 晋作1842 ワシノス シンサク

1時間31分23秒98 内田 邦昭1161 ウチダ クニアキ

1時間31分25秒99 村越 優介1452 ムラコシ ユウスケ

1時間31分29秒100 溝江 正幸1775 ミゾエ マサユキ

1時間31分37秒101 中島 浩二1703 ナカジマ コウジ

1時間31分56秒102 五十嵐　宇汰1001 山中グループ

1時間32分17秒103 古川 昇1327 フルカワ ノボル

1時間32分33秒104 田村 元1613 都内区役所タムラ ハジメ

1時間32分45秒105 邨井 哲也1432 東京労働局ムライ テツヤ

1時間32分48秒106 佐藤 広規1437 サトウ ヒロノリ

1時間32分57秒107 鎌田 俊次郎1848 教員カマタ シュンジロウ

1時間32分57秒108 吉成 隆1461 日光森ヨシナリ タカシ

1時間33分02秒109 福井 謙一1118 アールエル＋フクイ ケンイチ

1時間33分09秒110 餌取 幸正1442 エトリ ユキマサ

1時間33分11秒111 高橋 諒1551 大正製薬走友会タカハシ リョウ

1時間33分18秒112 平野 勝1756 ヒラノ マサル

1時間33分19秒113 酒井 大和1663 アルフレッササカイ ヤマト

1時間33分20秒114 佐藤 直之1441 かけっこ軍団サトウ ナオユキ

1時間33分23秒115 首藤 弘憲1709 シュトウ ヒロノリ

1時間33分27秒116 須永 浩一1620 スナガ コウイチ

1時間33分27秒117 齋藤 龍輔1219 藤倉化成サイトウ リュウスケ

1時間33分46秒118 吉成 勇一1450 ＮＰＯ法人ウエーブヨシナリ ユウイチ

1時間33分50秒119 加納 優樹1730 大桑走友会カノウ ユウキ

1時間33分56秒120 森 優樹1387 新久喜総合病院モリ ユウキ

1時間34分02秒121 田中 孝太朗1879 タナカ コウタロウ

1時間34分14秒122 斉藤 大夢1050 東洋大学 陸上同好会サイトウ ヒロム

1時間34分50秒123 平野 貴大1700 日本信号（株）ヒラノ タカヒロ

1時間34分53秒124 中川西 高廣1712 久喜ナカガワサイ タカヒロ

1時間34分53秒125 大久保 翼1098 ファルカオフットボールクラブオオクボ ツバサ

1時間35分03秒126 松本 僚1564 マツモト リョウ

1時間35分09秒127 山岡 至1285 ＦＵＮＣＯＭＥヤマオカ イタル

1時間35分09秒128 大西 康之1657 オオニシ ヤスユキ

1時間35分15秒129 戸塚　孝1896 トツカ タカシ

1時間35分18秒130 中島 健二1265 Ｆ・Ｒ・Ｔナカジマ ケンジ

1時間35分19秒131 坂井 智彦1446 埼玉県庁サカイ トモヒコ

1時間35分38秒132 松本 侑大1529 マツモト ユキヒロ

1時間35分40秒133 辰野 文昭1180 タツノ フミアキ

1時間35分42秒134 小杉 陽祐1026 kosugiコスギ ヨウスケ

1時間35分45秒135 柴田 耕治1283 桐生厚生総合病院シバタ コウジ

1時間35分46秒136 野本 湧介1479 ノモト ユウスケ

1時間35分55秒137 松田 大樹1501 マツダ ダイキ

1時間35分57秒138 鈴木 雅人1877 スズキ マサト

1時間36分01秒139 赤平 光1134 アカヒラ ヒカル

1時間36分14秒140 吉田 孝弘1368 セイキ販売ヨシダ タカヒロ

1時間36分26秒141 高村 圭太郎1420 タカムラ タロウ

1時間36分28秒142 麻生 扶実也1913

1時間36分30秒143 小松 純1232 コマツ ジュン

1時間36分39秒144 入江 邦宏1577 イリエ クニヒロ
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1時間36分44秒145 原田 景1111 獨協埼玉中学高等学校ハラダ ケイ

1時間36分46秒146 福岡 正章1218 藤倉化成フクオカ マサアキ

1時間36分48秒147 真中 秀幸1524 筋肉走友会マナカ ヒデユキ

1時間37分12秒148 潮 俊希1597 ウシオ トシキ

1時間37分13秒149 菊地 大樹1863 ＪＩＣＳキクチ タイジュ

1時間37分16秒150 飯塚 祐士1769 イイヅカ ユウジ

1時間37分17秒151 永原 大樹1307 頸城走遊会エイハラ ダイキ

1時間37分18秒152 落合 健太1563 オチアイ タケヒロ

1時間37分23秒153 海北 秀太1159 けいわマラソンクラブカイホク シュウタ

1時間37分27秒154 高橋 明典1281 タカハシ アキノリ

1時間37分32秒155 本田 裕士1347 春日部市役所ホンダ ヒロト

1時間37分37秒156 笹本 響1363 株式会社埼玉りそな銀行ササモト ヒビキ

1時間37分38秒157 山内 貴史1113 日本大学ヤマウチ タカシ

1時間37分50秒158 佐藤 友紀1646 サトウ トモキ

1時間37分50秒159 大野 勝亮1648 オオノ カツアキ

1時間38分05秒160 真田 亮平1508 サナダ リョウヘイ

1時間38分12秒161 岡田 幸宏1295 ＪＥＰＳオカダ ユキヒロ

1時間38分15秒162 森崎 源1022 久喜モリサキ ゲン

1時間38分23秒163 高塚 訓1510 コウツカ サトシ

1時間38分28秒164 川口 亮大丈夫1816 カワグチ リョウダイ

1時間38分31秒165 渡辺 誠也1668 埼玉大学水泳部ワタナベ セイヤ

1時間38分31秒166 藤尾 勝俊1583 マスヤマラソンブフジオ カツトシ

1時間38分36秒167 鈴木 伸治1505 スズキ シンジ

1時間38分39秒168 柿沼 誠1699 柿沼自動車整備工場カキヌマ マコト

1時間38分41秒169 岡野 泰久1289 オカノ ヤスヒサ

1時間38分42秒170 牧野 康隆1018 会社員マキノ ヤスタカ

1時間38分45秒171 本田 薫1733 ホンダ カオル

1時間38分54秒172 清水 佑輔1586 シミズ ユウスケ

1時間38分56秒173 小松原 太一1147 コマツバラ タイチ

1時間39分10秒174 松島 慎吾1086 杏林製薬株式会社マツシマ シンゴ

1時間39分11秒175 松永 駿1876 マツナガ シュン

1時間39分22秒176 森 雅史1199 高田製薬モリ マサシ

1時間39分29秒177 泉田 紀博1718 イズミダ ノリヒロ

1時間39分36秒178 野島 健史1333 ノジマ ケンジ

1時間39分39秒179 大越 正和1834 蓮田市消防本部オオコシ マサカズ

1時間39分41秒180 武田 泰尚1685 タケダ ヤスヒサ

1時間39分43秒181 小川 隼人1812 オガワ ハヤト

1時間39分44秒182 坪井 優1196 チームマサルツボイ マサル

1時間39分44秒183 巻渕 彦也1491 チームＳＲＴ指扇魂マキブチ ヒコヤ

1時間39分52秒184 堀口 孝人1569 ホリグチ タカヒト

1時間39分52秒185 荒井 健吾1328 ヴェルフェルアライ ケンゴ

1時間40分05秒186 岩城 康文1101 フリーイワキ ヤスフミ

1時間40分08秒187 山田 達也1464 ヤマダ タツヤ

1時間40分20秒188 大塚 真斗1738 オオツカ マナト

1時間40分26秒189 中西 昭博1045 久喜クラブナカニシ アキヒロ

1時間40分38秒190 石井 宏和1415 イシイ ヒロカズ

1時間40分46秒191 田端 和将1610 タバタ カズマサ

1時間40分52秒192 竹内 聡1225 タケウチ サトシ
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1時間40分56秒193 長尾 豊孝1133 ナガオ トヨタカ

1時間41分22秒194 山根 政紀1273 ヤマネ マサキ

1時間41分28秒195 塩浦 元気1603 理研ビタミン株式会社シオウラ ゲンキ

1時間41分48秒196 川島 悠斗1776 カワシマ ユウト

1時間41分48秒197 中谷 泰三1246 １０まんボルトナカタニ タイゾウ

1時間41分54秒198 堀口 直人1628 ホリグチ ナオト

1時間42分04秒199 金成 翔史1355 カナリ ショウジ

1時間42分11秒200 高橋 駒貴1622 タカハシ コマキ

1時間42分15秒201 植竹 強1322 池沢会ＲＣウエタケ ツヨシ

1時間42分17秒202 富永 大樹1854 トミナガ ヒロキ

1時間42分23秒203 堀越 建生1402 ホリコシ タテオ

1時間42分39秒204 坂倉 広亮1413 フィットネスクラブレフコサカクラ コウスケ

1時間42分52秒205 吉田 建1325 ヴェルフェルヨシダ タケル

1時間42分57秒206 安松 芳郎1170 プリズナーズヤスマツ ヨシロウ

1時間43分03秒207 野崎 晃次1777 宮城県森連ノザキ コウジ

1時間43分08秒208 丸山 達也1693 マルヤマ タツヤ

1時間43分09秒209 中村 涼一1850 花咲徳栄高校ナカムラ リョウイチ

1時間43分16秒210 渡邉 裕之1704 ワタナベ ヒロユキ

1時間43分16秒211 箭内 将人1467 ライズウィルヤナイ マサト

1時間43分19秒212 平野 匠1552 久喜陸上クラブヒラノ タクミ

1時間43分22秒213 笹崎 敏正1188 東京陸協ササザキ トシマサ

1時間43分28秒214 皆川 拓也1630 三橋ランナーズミナガワ タクヤ

1時間43分34秒215 深山 剛士1157 ミヤマ タケシ

1時間43分50秒216 薄井 一幸1015 武男&敏子の息子ランニン・ウスイ カズユキ

1時間43分51秒217 佐藤 誠一1626 日本信号（株）サトウ セイイチ

1時間44分03秒218 奥田 高太1476 オクダ コウタ

1時間44分06秒219 柳 正人1128 ヤナギ マサト

1時間44分12秒220 古木 靖啓1125 フルキ ヤスヒロ

1時間44分12秒221 梅澤 康士1504 ウメザワ ヤスシ

1時間44分41秒222 内海 祥多1474 ウツミ ショウタ

1時間44分45秒223 木暮 大樹1537 獨協埼玉中学高等学校コグレ ダイキ

1時間44分51秒224 水越 正人1360 ミズコシ マサト

1時間44分53秒225 石川 瞬1710 東洋大学イシカワ シュン

1時間44分59秒226 渡邊 大樹1104 損保ジャパン日本興亜ワタナベ ダイキ

1時間45分05秒227 若林 洸大1746 サトーグローバルアスリートワカバヤシ コウタ

1時間45分07秒228 岡田 寛史1735 オカダ ヒロフミ

1時間45分07秒229 清本 武史1294 たけちゃんずキヨモト タケシ

1時間45分08秒230 杉田 光正1851 スギタ ミツマサ

1時間45分08秒231 曳地 勇人1486 リクルートＳクラフツヒキチ ユウト

1時間45分10秒232 猪股 将行1319 イノマタ ノブユキ

1時間45分12秒233 宮嶋 友之1344 ＳＦＲＣミヤジマ トモユキ

1時間45分15秒234 石川 琢也1249 久喜市イシカワ タクヤ

1時間45分16秒235 中村 隆介1741 ナカムラ リュウスケ

1時間45分17秒236 沼田 諒平1604 ヌマタ リョウヘイ

1時間45分19秒237 市村 武志1535 イチムラ タケシ

1時間45分24秒238 土岐 貴義1568 トキ タカヨシ

1時間45分24秒239 菊地 良太1540 納豆菌のコーケンキクチ リョウタ

1時間45分24秒240 中野 和久1580 ＲＲＴナカノ カズヒサ
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1時間45分32秒241 曽原 健太郎1719 ソハラ ケンタロウ

1時間45分36秒242 宮下 雅和1731 ミヤシタ マサカズ

1時間45分36秒243 前田 直希1804 マエダ ナオキ

1時間45分40秒244 細沼 直樹1611 ホソヌマ ナオキ

1時間45分40秒245 高橋 友哉1132 ふさふさタカハシ トモヤ

1時間45分44秒246 月山 裕樹1590 サイコン工業ツキヤマ ユウキ

1時間45分45秒247 森 隆1460 モリ タカシ

1時間45分53秒248 石部 賢史1359 イシベ サトシ

1時間45分57秒249 宮崎 研介1315 東洋大学教職員陸上競技・ミヤザキ ケンスケ

1時間45分58秒250 山口 知希1665 ヤマグチ トモキ

1時間46分03秒251 笠原 聡志1872 カサハラ サトシ

1時間46分05秒252 山本 恵介1606 ヤマモト ケイスケ

1時間46分45秒253 青木 隆哉1593 アオキ リュウヤ

1時間47分04秒254 栗原　尚也1904 クリハラ ナオヤ

1時間47分06秒255 永安 航1187 チームＮＡＧＡナガヤス ワタル

1時間47分13秒256 中西 健太1330 ヴェルフェルナカニシ ケンタ

1時間47分18秒257 山下 友彰1081 カワグチハイホーヤマシタ トモアキ

1時間47分20秒258 床井 祐二朗1284 トコイ ユウジロウ

1時間47分21秒259 千葉　仁人1908 チバジント

1時間47分21秒260 針谷 耕太1231 ハリヤ コウタ

1時間47分23秒261 酒巻 宏之1472 サカマキ ヒロユキ

1時間47分26秒262 船田 雄一1799 なしフナダ ユウイチ

1時間47分30秒263 武原 淳1184 タケハラ アツシ

1時間47分31秒264 佐倉 貴幸1381 新久喜総合病院サクラ タカユキ

1時間47分40秒265 田村 亮1179 タムラ リョウ

1時間47分41秒266 椎橋 秀太1091 株式会社Grand Lifeシイハシ シュウタ

1時間47分43秒267 渡邉 翔1774 ワタナベ ショウ

1時間47分47秒268 斉藤 直一1119 サイトウ ナオイチ

1時間47分48秒269 柴崎 俊和1177 シバサキ トシカズ

1時間47分51秒270 山越 宏樹1745 ヤマコシ ヒロキ

1時間47分53秒271 山中 貴裕1287 ヤマナカ タカヒロ

1時間47分54秒272 井上 友直1151 イノウエ トモナオ

1時間47分57秒273 志村 革1482 株式会社バイクハウスゼロシムラ アラタ

1時間48分02秒274 丸山 誠1490 エイト陸上部マルヤマ マコト

1時間48分06秒275 松下 泰樹1837 マツシタ タイキ

1時間48分07秒276 渡辺 雄祐1725 丸一運輸ワタナベ ユウスケ

1時間48分14秒277 二口 孝志1312 ニグチ タカシ

1時間48分19秒278 白井 与土1456 シライ ヨシト

1時間48分23秒279 松本 智1542 草加マツモト サトシ

1時間48分23秒280 松原 有希1011 ドンキーズマツバラ ユウキ

1時間48分29秒281 佐久間 健光1737 株式会社ファンオブライフサクマ タケヒコ

1時間48分31秒282 佐藤 弘章1455 埼玉りそな銀行サトウ ヒロアキ

1時間49分09秒283 吉田 勝1146 ヨシダ マサル

1時間49分18秒284 根岸 祐人1910

1時間49分20秒285 仲田 浩己1543 クラシス株式会社ナカダ ヒロキ

1時間49分27秒286 伊藤 大輔1272 雪印メグミルクイトウ ダイスケ

1時間49分28秒287 木村 太一1269 キムラ タイチ

1時間49分30秒288 中澤 知威1757 ナカザワ トモタケ
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1時間49分33秒289 竹本 健人1077 カワグチハイホータケモト ケント

1時間49分44秒290 吉村 武1882 伊藤忠商事（株）ヨシムラ タケシ

1時間49分44秒291 新井 健一1575 アライ ケンイチ

1時間49分47秒292 山中 大輝1085 ニプロファーマヤマナカ ダイキ

1時間49分53秒293 片野坂 啓太1108 OHKUWAカタノサカ ケイタ

1時間50分02秒294 時澤 憲幸1210 トキザワ ノリユキ

1時間50分06秒295 杉森 大星1197 スギモリ タイセイ

1時間50分07秒296 小菅 智大1536 連合ハイホーコスゲ トモヒロ

1時間50分13秒297 森山 圭一郎1434 モリヤマ ケイイチロウ

1時間50分17秒298 高橋 幹泰1912

1時間50分18秒299 酉田 健輔1247 ＵＮＯトリタ ケンスケ

1時間50分20秒300 中村 建1391 新久喜総合病院ナカムラ タツル

1時間50分22秒301 高木 啓史1673 タカギ ヒロフミ

1時間50分24秒302 大西 栄治1773 オオニシ エイジ

1時間50分24秒303 渡邊 拓1097 久喜小学校ワタナベ ヒラク

1時間50分42秒304 金子 雅之1255 千日走会カネコ マサユキ

1時間50分46秒305 米村 至1468 ヨネムラ イタル

1時間50分53秒306 古西 隆一1658 ＡＣｗｅＲｕｎコニシ リュウイチ

1時間51分00秒307 佐野 広幸1554 サノ ヒロユキ

1時間51分05秒308 関川 昌幸1448 セキカワ マサユキ

1時間51分05秒309 内藤 一樹1282 ナイトウ カズキ

1時間51分09秒310 斉藤 光晴1555 サイトウ ミツハル

1時間51分16秒311 大浜 知史1856 オオハマ カズフミ

1時間51分16秒312 植野 研一郎1201 仙田倶楽部ウエノ ケンイチロウ

1時間51分23秒313 栗田 雅彦1013 コヤマ工業㈱マラソン部クリタ マサヒコ

1時間51分26秒314 小泉 陽平1048 久喜市立久喜東中学校コイズミ ヨウヘイ

1時間51分31秒315 西野 匠海1858 ニシノ タクミ

1時間51分33秒316 依田 哲朗1680 早稲田大学ヨダ テツロウ

1時間51分42秒317 加藤 健司1790 なしカトウ ケンジ

1時間51分44秒318 金丸 親也1650 仏滅会カネマル シンヤ

1時間51分47秒319 松井　弘行1900 マツイ ヒロユキ

1時間51分47秒320 静 政行1160 ＳＲＣシズカ マサユキ

1時間51分53秒321 塩沢　裕也1905 久喜市役所シオザワ　ユウヤ

1時間51分53秒322 松本 直樹1334 マツモト ナオキ

1時間52分16秒323 大庭 崇彦1915

1時間52分18秒324 山川 純平1371 登山部ヤマカワ ジュンペイ

1時間52分19秒325 東條 瑞貴1824 ジョグ愛トウジョウ ミズキ

1時間52分27秒326 森 貴幸1341 モリ タカユキ

1時間52分30秒327 森本 祥嗣1202 モリモト アキツグ

1時間52分31秒328 橋積 和希1599 埼玉大学ハシヅミ カズキ

1時間52分39秒329 高橋 宏輔1531 タカハシ コウスケ

1時間52分46秒330 酒井 謙介1156 サカイ ケンスケ

1時間52分46秒331 野上 誠一朗1830 ノガミ セイイチロウ

1時間52分49秒332 片岡 龍陛1382 新久喜総合病院カタオカ リョウヘイ

1時間52分53秒333 野口 正一郎1581 おやじとろすノグチ ショウイチロウ

1時間52分54秒334 高田 祐次1743 タカダ ユウジ

1時間52分55秒335 佐藤 剛史1513 サトウ タケシ

1時間52分57秒336 高橋 陽介1829 タカハシ ヨウスケ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子　（高校生～39歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:30:00

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

1時間52分57秒337 沖津 望1105 武井組オキツ ノゾム

1時間53分12秒338 川口 泰1220 藤倉化成カワグチ ヤスシ

1時間53分13秒339 鈴木 晶1770 スズキ アキラ

1時間53分23秒340 風間 純1017 日本信号株式会社カザマ ジュン

1時間53分25秒341 松井 博徳1819 Ａｒｏｕｔｅマツイ ヒロノリ

1時間53分32秒342 柳原 達也1595 シバエリズムヤナギハラ タツヤ

1時間53分44秒343 塚田 健太1652 株式会社フェスツカダ ケンタ

1時間53分55秒344 真下 智史1698 マシモ サトシ

1時間53分57秒345 新井 和行1072 春高応援指導部OBアライ カズユキ

1時間53分58秒346 佐藤 寿修1625 柴犬同好会サトウ トシナガ

1時間54分03秒347 横山 泰斗1383 新久喜総合病院ヨコヤマ タイト

1時間54分04秒348 小林 儀之1471 コバヤシ ヨシユキ

1時間54分06秒349 島村 昌則1683 シマムラ マサノリ

1時間54分06秒350 大熊　真幸1895 オオクマ マサユキ

1時間54分09秒351 植野 将行1588 ウエノ マサユキ

1時間54分12秒352 粟谷 真之介1662 アワヤ シンノスケ

1時間54分16秒353 折原 潤一1033 武井組とゆかいな仲間たちオリハラ ジュンイチ

1時間54分20秒354 高橋 信博1566 タカハシ ノブヒロ

1時間54分26秒355 才神 勇介1547 サイガミ ユウスケ

1時間54分31秒356 平山 智也1821 ヒラヤマ トモヤ

1時間54分31秒357 山中 暢1261 ヤマナカ トオル

1時間54分32秒358 井上 雅陽1302 春日部市職員バド部イノウエ マサハル

1時間54分41秒359 佐藤 正志1690 サトウ マサシ

1時間54分47秒360 柏原 智明1795 日本信号株式会社カシハラ トモアキ

1時間54分53秒361 金谷 直樹1759 カナヤ ナオキ

1時間54分54秒362 山口 淳1919

1時間54分55秒363 西川 裕一1316 ニシカワ ユウイチ

1時間54分59秒364 遠藤 諒人1488 日本アクセスエンドウ マサト

1時間55分04秒365 倉橋 拓也1465 クラハシ タクヤ

1時間55分10秒366 中島 良介1140 酒ｒｕｎ部ナカジマ リョウスケ

1時間55分19秒367 町田 貴志1627 マチダ タカシ

1時間55分25秒368 鉢呂 健1238 ハチロ タケル

1時間55分26秒369 瀬下 真史1245 セシモ マサフミ

1時間55分27秒370 森田 祥吾1412 こじらせランナーズモリタ ショウゴ

1時間55分28秒371 末永 慎吾1397 新久喜総合病院スエナガ シンゴ

1時間55分29秒372 藤井 将基1027 久喜市役所フジイ マサキ

1時間55分30秒373 本間 輝明1193 ホンマ テルアキ

1時間55分32秒374 石川 和弘1522 イシカワ カズヒロ

1時間55分33秒375 渡邉 匠1570 ワタナベ タクミ

1時間55分35秒376 平 直拓1178 タイラ ナオヒロ

1時間55分43秒377 佐々木 孝太1096 会社員ササキ コウタ

1時間55分46秒378 岡 健太1087 東京都オカ ケンタ

1時間55分47秒379 渡辺 和貴1068 なしワタナベ カズタカ

1時間55分53秒380 宍戸 司1239 シシド ツカサ

1時間55分56秒381 鈴木 敏行1716 スズキ トシユキ

1時間56分00秒382 山崎 賢一1559 ティップネス久喜ヤマザキ ケンイチ

1時間56分05秒383 佐藤 克之1523 サトウ カツユキ

1時間56分07秒384 江頭 恭平1095 会社員エガシラ キョウヘイ
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1時間56分11秒385 前村 伸勝1206 焼肉　亀せんマエムラ ノブカツ

1時間56分12秒386 三浦 孝1099 なしミウラ タカシ

1時間56分23秒387 島田 秀昭1203 シマダ ヒデアキ

1時間56分29秒388 菊池 和人1110 久喜市立東鷲宮小学校キクチ カズト

1時間56分31秒389 西村 真悟1616 株式会社フェスニシムラ シンゴ

1時間56分33秒390 小幡 隆博1005 無しオバタ タカヒロ

1時間56分33秒391 巻島 大樹1660 マキシマ ダイキ

1時間56分37秒392 成田 一大1670 加須市消防団第７分団ナリタ カズヒロ

1時間56分39秒393 山口 智洋1594 ヤマグチ トモヒロ

1時間56分46秒394 五木田 安弘1772 はっとり鍼灸接骨院ゴキタ ヤスヒロ

1時間56分49秒395 佐々木 将司1410 ササキ ショウジ

1時間56分50秒396 江波戸 健1823 エバト ケン

1時間56分50秒397 小川 恭平1781 オガワ キョウヘイ

1時間56分56秒398 多田 健太郎1228 タダ ケンタロウ

1時間56分58秒399 佐藤 周太1794 サトウ シュウタ

1時間57分05秒400 藤田 朗成1084 会社員フジタ アキナリ

1時間57分09秒401 横溝 健太1338 ヨコミゾ ケンタ

1時間57分11秒402 佐々木 俊介1123 走りマックスササキ シュンスケ

1時間57分16秒403 宇野 浩史1364 ウノ ヒロフミ

1時間57分17秒404 國分 直樹1428 コクブ ナオキ

1時間57分27秒405 荒井 康1192 菖蒲中学校アライ ヤスシ

1時間57分33秒406 大鹿 剛1831 オオシカ タケシ

1時間57分35秒407 阪本 拓也1276 サカモト タクヤ

1時間57分37秒408 坂田 慧介1707 サカタ ケイスケ

1時間57分38秒409 渡邊 裕幸1173 ワタナベ ヒロユキ

1時間57分43秒410 冨永 恵太1454 トミナガ ケイタ

1時間57分43秒411 平賀 克己1074 －ヒラガ カツミ

1時間57分45秒412 染谷 大地1164 すずのきソメヤ ダイチ

1時間57分56秒413 佐藤 貴紀1684 サトウ タカノリ

1時間57分59秒414 谷山 亮平1299 タニヤマ リョウヘイ

1時間57分59秒415 池澤 亮1602 イケザワ マコト

1時間58分11秒416 松本 雄佑1672 マツモト ユウスケ

1時間58分12秒417 穴原 和也1424 東洋ＯＢアナハラ カズヤ

1時間58分19秒418 浦 鉄也1802 ウラ テツヤ

1時間58分19秒419 森 琢磨1784 久喜市立久喜北小学校モリ タクマ

1時間58分22秒420 齋藤 正樹1205 どＭらん×川スペ（仮）サイトウ マサキ

1時間58分25秒421 河合 隼人1109 青毛小学校カワイ ハヤト

1時間58分28秒422 石井　一真1889 株式会社フジハウジングイシイ カズマ

1時間58分31秒423 佐藤 克哉1429 サトウ カツヤ

1時間58分35秒424 渡邉 隼人1459 ワタナベ ハヤト

1時間58分38秒425 清水 遼太1028 十条ケミカル製造シミズ リョウタ

1時間58分42秒426 千葉 雄太1356 チバ ユウタ

1時間58分53秒427 齊藤 雄太1871 佐野日本大学高等学校サイトウ ユウタ

1時間58分54秒428 末次 史佳1766 スエツグ フミヨシ

1時間59分01秒429 竹内 龍1634 チームニチコンタケウチ リョウ

1時間59分14秒430 山王堂 真也1492 チームＳＡＮサンノウドウ シンヤ

1時間59分19秒431 船戸 康之1346 フナト ヤスユキ

1時間59分23秒432 小岩井 亮1493 コイワイ アキラ
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1時間59分23秒433 笠原　将司1891 埼玉りそな銀行カサハラ マサシ

1時間59分32秒434 柳 秀幸1332 ヤナギ ヒデユキ

1時間59分34秒435 佐藤 勇一1667 サトウ ユウイチ

1時間59分38秒436 本島 和洋1130 ナ・カ・ネモトジマ カズヒロ

1時間59分40秒437 関根 健太1642 セキネ ケンタ

1時間59分45秒438 竹之内 信吾1671 タケノウチ シンゴ

1時間59分53秒439 青木 康浩1732 チーム青木アオキ ヤスヒロ

1時間59分54秒440 小松 正英1573 コマツ マサヒデ

1時間59分54秒441 吉岡 慶1911

2時間00分00秒442 木村 公太1275 日本ロジキムラ コウタ

2時間00分03秒443 玉那覇 正平1643 ゴリランタマナハ ショウヘイ

2時間00分05秒444 中矢 章太1144 ナカヤ ショウタ

2時間00分08秒445 矢野 貴史1012 会社員ヤノ タカシ

2時間00分10秒446 中井 宏1512 東日本電信電話ナカイ ヒロシ

2時間00分12秒447 佐藤 健二1805 サトウ ケンジ

2時間00分12秒448 石川 涼太1763 杏林製薬イシカワ リョウタ

2時間00分14秒449 桑原 智希1817 日本信号株式会社クワバラ トモキ

2時間00分16秒450 篠崎 浩一1029 ラスコシノザキ コウイチ

2時間00分16秒451 天川　修一郎1885 アマカワ シュウイチロウ

2時間00分21秒452 会田 祐一1755 アイダ ユウイチ

2時間00分28秒453 仲田 雄一1155 ナカダ ユウイチ

2時間00分43秒454 片倉 幸輝1917

2時間00分44秒455 功刀 信明1171 クヌギ ノブアキ

2時間00分49秒456 猪野瀬 貢1093 塩野義製薬株式会社イノセ ミツグ

2時間00分57秒457 田村 幸久1473 タムラ ユキヒサ

2時間01分04秒458 松藤 裕太1866 マツフジ ユウタ

2時間01分05秒459 石井 義憲1728 山田会計事務所イシイ ヨシノリ

2時間01分14秒460 蒔苗 太一1528 マカナエ タイチ

2時間01分15秒461 関根 睦夫1789 セキネ ムツオ

2時間01分16秒462 吉澤 亮信1055 クラシス株式会社ヨシザワ アキトシ

2時間01分18秒463 宮内 智明1007 所属なしミヤウチ トモアキ

2時間01分19秒464 濱野 孝司1394 新久喜総合病院ハマノ タカシ

2時間01分29秒465 高橋 快直1533 タカハシ ヨシナオ

2時間01分30秒466 桑山 雄大1591 クワヤマ ユウダイ

2時間01分45秒467 染谷 光太郎1681 ソメヤ コウタロウ

2時間01分57秒468 渕田 大貴1377 新久喜総合病院フチダ ヒロタカ

2時間01分57秒469 中川 智貴1584 ナカガワ トモタカ

2時間02分00秒470 大橋 勇太1195 オオハシ ユウタ

2時間02分06秒471 町田 雄輝1687 マルモ産業マチダ ユウキ

2時間02分09秒472 野村 栄一1435 ノムラ エイイチ

2時間02分14秒473 佐々木 祐輔1416 ササキ ユウスケ

2時間02分15秒474 中嶋 健志1884 ナカジマ ケンシ

2時間02分21秒475 吉田 昌玄1541 ヨシダ マサノリ

2時間02分28秒476 尾形 洋平1443 オガタ ヨウヘイ

2時間02分29秒477 中島 謙悟1835 ナカジマ ケンゴ

2時間02分42秒478 小林 雄次1250 らんらんクラブコバヤシ ユウジ

2時間02分43秒479 白杉 岳洋1222 シラスギ タケヒロ

2時間02分49秒480 村澤 将広1047 久喜クラブムラサワ マサヒロ
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2時間02分52秒481 上村 謙太1826 片倉工業カミムラ ケンタ

2時間02分53秒482 村上 貴則1838 リコームラカミ タカノリ

2時間03分00秒483 栗原 浩太1495 クリバラ コウタ

2時間03分01秒484 恩田 暁広1696 オンダ アキヒロ

2時間03分04秒485 藤原 弘貴1742 なしフジワラ ヒロキ

2時間03分19秒486 矢嶋 督雄1046 久喜クラブヤジマ ヨシオ

2時間03分23秒487 伊藤 正典1739 氷川整体イトウ マサノリ

2時間03分29秒488 烏帽子 裕1487 エボシ ユウ

2時間03分41秒489 町田 裕紀1266 マチダ ユウキ

2時間04分23秒490 佐々木 慎1496 ササキ マコト

2時間04分23秒491 峯川 孝幸1713 行田市消防西部第４分団ミネカワ タカユキ

2時間04分27秒492 鈴木 崇弘1088 青毛小学校スズキ タカヒロ

2時間04分27秒493 岩田 崇志1708 イワタ タカユキ

2時間04分29秒494 中嶋 公平1714 ゆかを見守る会ナカジマ コウヘイ

2時間04分49秒495 山田 尚平1747 ＡＲＴヤマダ ショウヘイ

2時間04分54秒496 山田 勇仁1811 日本信号ヤマダ ハヤト

2時間04分56秒497 麻生 竜太1061 星野アントラーズアソウ リュウタ

2時間04分58秒498 土岡 康平1607 ツチオカ コウヘイ

2時間05分03秒499 小澤 慎吾1748 ＡＲＴコザワ シンゴ

2時間05分13秒500 松尾 真二1035 チームTangWangマツオ シンジ

2時間05分15秒501 吉田 俊作1323 ヨシダ シュンサク

2時間05分18秒502 小野 淳一郎1453 オノ ジュンイチロウ

2時間05分21秒503 板屋 祥史1515 イタヤ ヨシフミ

2時間05分26秒504 清水 弘之1729 すずのきシミズ ヒロユキ

2時間05分45秒505 三浦 茂樹1846 ガスミックスミウラ シゲキ

2時間05分47秒506 細谷 浩太郎1678 ホソヤ コウタロウ

2時間05分54秒507 若林 健太郎1384 新久喜総合病院ワカバヤシ ケンタロウ

2時間06分01秒508 津村 享佑1069 CRESCENT A.Cツムラ コウスケ

2時間06分02秒509 野崎 政人1103 アシックスノザキ マサト

2時間06分15秒510 土屋 人生1037 チームTangWangツチヤ ジンセイ

2時間06分18秒511 小野地 丈志1514 オノチ タケシ

2時間06分21秒512 山﨑 幹太1042 桜田ドンキーズヤマザキ カンタ

2時間06分44秒513 鈴木 悠史1236 スズキ ユウシ

2時間06分47秒514 濱岸 隆志1025 兼貞物産㈱ハマギシ タカシ

2時間06分52秒515 森田 琢大1519 モリタ タクヒロ

2時間06分56秒516 阿部 哲士1669 日本信号アベ サトシ

2時間07分04秒517 天笠 篤史1578 アマガサ アツシ

2時間07分13秒518 中山 大智1857 ナカヤマ ダイチ

2時間07分23秒519 荒川 翼1067 新久喜総合病院アラカワ ツバサ

2時間07分24秒520 折原 裕介1422 オリハラ ユウスケ

2時間07分30秒521 佐藤　亮太1892 埼玉りそな銀行サトウ リョウタ

2時間07分33秒522 兼行 洋治1372 新久喜総合病院カネユキ ヒロハル

2時間07分40秒523 杉本 輝彦1403 スギモト テルヒコ

2時間07分45秒524 落合 教雄1855 オチアイ ノリオ

2時間07分56秒525 大塚 大樹1392 新久喜総合病院オオツカ ダイキ

2時間08分07秒526 桑嶋 譲1556 クワシマ ユズル

2時間08分14秒527 原田 泰隆1102 オレンジ定食ハラダ ヤスタカ

2時間08分15秒528 加藤 祐紀1749 ＡＲＴカトウ ユウキ
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2時間08分19秒529 須藤 良弘1867 スドウ ヨシヒロ

2時間08分25秒530 野間 勇希1664 ノマ ユウキ

2時間08分25秒531 寺田 將人1549 テラダ マサト

2時間08分44秒532 山下 裕二郎1293 フリーヤマシタ ユウイチロウ

2時間08分46秒533 赤川 智耶1914

2時間08分49秒534 高田 圭祐1565 タカタ ケイスケ

2時間08分55秒535 高橋 遼太郎1406 タカハシ リョウタロウ

2時間08分57秒536 松岡 佑1251 マツオカ ユウ

2時間08分59秒537 平泉 和幸1470 ヒライズミ カズユキ

2時間09分01秒538 吉田 達也1365 ヨシダ タツヤ

2時間09分08秒539 井出 拓馬1054 (株)バンダイイデ タクマ

2時間09分16秒540 石丸 大志1511 イシマル タイシ

2時間09分18秒541 齋藤 準1635 サイトウ ヒトシ

2時間09分19秒542 石田 拓也1398 新久喜総合病院イシダ タクヤ

2時間09分21秒543 中田 浩二1870 ナカダ コウジ

2時間09分21秒544 内田 和宏1039 一般ウチダ カズヒロ

2時間09分23秒545 吉田 航平1094 なしヨシダ コウヘイ

2時間09分27秒546 斉藤 彰久1440 サイトウ アキヒサ

2時間09分31秒547 細野　健1899 ホソノ タケシ

2時間09分42秒548 安藤　賢将1893 アンドウ ケンショウ

2時間09分42秒549 芝崎 幸一1489 シバサキ コウイチ

2時間09分43秒550 岩上 航1686 イワカミ ワタル

2時間09分45秒551 高村 宏樹1043 桜田ドンキーズタカムラ ヒロキ

2時間09分49秒552 石井 奎吾1444 イシイ ケイゴ

2時間09分57秒553 大熊 一輝1906

2時間09分59秒554 奥山 文雄1786 オクヤマ フミオ

2時間10分09秒555 長谷部 蒼1129 ハセベ アオイ

2時間10分16秒556 山田 定雄1189 千日走会ヤマダ サダオ

2時間10分34秒557 久我 洋介1411 こじらせランナーズクガ ヨウスケ

2時間10分40秒558 三村 昂大1841 ミムラ アキヒロ

2時間10分44秒559 高橋　聡1888 タカハシ サトシ

2時間10分57秒560 嶋村 直人1277 さいたま走友会シマムラ ナオト

2時間11分02秒561 野崎 俊彦1223 ＳＪＣノザキ トシヒコ

2時間11分05秒562 蓮実　純夫1920 ハスミ　スミオ

2時間11分10秒563 益子 拓磨1618 マシコ タクマ

2時間11分19秒564 石原 優希1396 新久喜総合病院イシハラ ユウキ

2時間11分21秒565 中島 偲凪1849 放送大学ナカジマ シナギ

2時間11分23秒566 秋山 悠1762 アキヤマ ユウ

2時間11分25秒567 小林 幸男1016 芝電機㈱コバヤシ ユキオ

2時間11分40秒568 神﨑 大樹1380 新久喜総合病院カンザキ ダイキ

2時間11分42秒569 幼方 和基1478 ウブカタ カズキ

2時間11分42秒570 新井谷 忠明1832 アライヤ タダアキ

2時間11分48秒571 宮道 陽介1353 ミヤミチ ヨウスケ

2時間11分58秒572 高野 孝太郎1258 水戸信用金庫タカノ コウタロウ

2時間12分02秒573 上野 周太1075 (有)創設備ウエノ シュウタ

2時間12分04秒574 中村 真也1792 ナカムラ シンヤ

2時間12分11秒575 小倉 慧1653 オグラ ケイ

2時間12分13秒576 菊地 繁靖1152 メタボごっこキクチ シゲヤス

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子　（高校生～39歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:30:00

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

2時間12分25秒577 田波 宏視1361 足利銀行タナミ ヒロシ

2時間12分34秒578 川田 孝紀1494 ＫＷＤジャパンカワタ タカノリ

2時間12分35秒579 末次 健太1481 スエツグ ケンタ

2時間12分38秒580 三村 篤志1764 キャボットミムラ アツシ

2時間12分47秒581 望月 直人1311 モチヅキ ナオト

2時間12分55秒582 笹森 裕貴1847 ライフプラザパートナーズササモリ ユウキ

2時間13分07秒583 高橋 駿介1063 大和証券大宮支店タカハシ シュンスケ

2時間13分09秒584 笠原 理志1827 カサハラ サトシ

2時間13分10秒585 星野 光1767 ホシノ ヒカル

2時間13分11秒586 堀越 雄介1060 なしホリコシ ユウスケ

2時間13分30秒587 工藤 雄亮1270 音ノ木坂学院クドウ ユウスケ

2時間13分36秒588 原口 聡1761 こうまっくすハラグチ アキラ

2時間13分40秒589 加藤 英明1066 久喜市立小林小学校カトウ ヒデアキ

2時間13分53秒590 小島 直政1633 コジマ ナオマサ

2時間13分55秒591 川上 悠助1058 OHKカワカミ ユウスケ

2時間13分57秒592 富川 正好1499 トミカワ マサヨシ

2時間14分00秒593 臼井 優人1264 ＵＳＴ５６ウスイ ユウト

2時間14分04秒594 村木 真也1726 ムラキ シンヤ

2時間14分13秒595 小林 充1629 コバヤシ ミツル

2時間14分18秒596 飯田 貴正1200 イイダ タカマサ

2時間14分25秒597 吉田 裕亮1752 ヨシダ ユウスケ

2時間14分32秒598 石井 潤1527 イシイ ジュン

2時間14分37秒599 岩崎 康裕1357 イワサキ ヤスヒロ

2時間14分46秒600 中村 有良1553 ナカムラ アリヨシ

2時間14分56秒601 中村 実孝1852 江面第一小学校ナカムラ ミツノリ

2時間15分03秒602 杉山 拓也1106 （株）資生堂スギヤマ タクヤ

2時間15分18秒603 藤井 信夫1623 フジイ ノブオ

2時間15分29秒604 山本 真生1477 ヤマモト マサキ

2時間15分39秒605 柳 昌利1352 ＲＵＮＶＩＣヤナギ マサトシ

2時間15分44秒606 稲見 洋之1621 ハイビック株式会社イナミ ヒロユキ

2時間15分56秒607 鈴木 知明1601 スズキ トモアキ

2時間16分01秒608 作田 雅弥1833 作夢レコーズサクダ マサヤ

2時間16分03秒609 齋藤 祐樹1589 サイトウ ユウキ

2時間16分12秒610 中野 高嗣1809 日本信号株式会社ナカノ タカシ

2時間16分13秒611 真下 大介1350 マシモ ダイスケ

2時間16分26秒612 桑原 将彰1861 クワバラ マサアキ

2時間16分55秒613 北角 和也1112 会社員キタカク カズヤ

2時間17分04秒614 藤沼 剛史1631 フジヌマ ツヨシ

2時間17分19秒615 根本 慎哉1649 ネモト シンヤ

2時間17分29秒616 大谷 祐介1370 登山部オオタニ ユウスケ

2時間17分36秒617 菊池　武徳1886 キクチ タケノリ

2時間17分54秒618 末冨 健太1736 スエドミ ケンタ

2時間17分57秒619 宮原 裕之1379 新久喜総合病院ミヤハラ ヒロユキ

2時間18分02秒620 田村 祐1260 タムラ ユウ

2時間18分07秒621 金井 信二1386 新久喜総合病院カナイ シンジ

2時間18分13秒622 長谷川　翔太1894 ハセガワ ショウタ

2時間18分25秒623 塚本 有史1343 ツカモト アリフミ

2時間18分39秒624 吉田 朋弘1638 ヨシダ トモヒロ
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2時間18分41秒625 加藤 洋一1070 なしカトウ ヨウイチ

2時間18分43秒626 播摩 雄大1274 ハリマ ユウダイ

2時間18分50秒627 木暮 均1425 コグレ ヒトシ

2時間18分56秒628 鶴間 新1345 菖蒲中学校ツルマ アラタ

2時間19分02秒629 滝澤 哲哉1758 タキザワ テツヤ

2時間19分04秒630 有村 龍馬1064 大和証券大宮支店アリムラ リョウマ

2時間19分14秒631 関口 優1480 スポーツカサモセキグチ ユウ

2時間19分17秒632 藤浪 聡1240 鴻茎支店フジナミ サトシ

2時間19分20秒633 渡辺 剛史1744 ワタナベ タケシ

2時間19分27秒634 荒川 貴行1006 なしアラカワ タカユキ

2時間19分55秒635 神農 祐樹1722 カミノ ユウキ

2時間19分56秒636 瀬山 知徳1539 セイキ販売セヤマ トモノリ

2時間19分57秒637 風間 正行1582 カザマ マサユキ

2時間20分02秒638 関根 秀晃1024 太東中学校セキネ ヒデアキ

2時間20分03秒639 佐藤 貴浩1065 ランナーズハイサトウ タカヒロ

2時間20分04秒640 田中 秀和1041 ランナーズハイタナカ ヒデカズ

2時間20分05秒641 保科 信介1040 ランナーズハイホシナ シンスケ

2時間20分09秒642 渡邉 康太1637 ワタナベ コウタ

2時間20分10秒643 葛山　正博1897 カツラヤマ マサヒロ

2時間20分13秒644 細野　剛1898 ホソノ ツヨシ

2時間20分18秒645 本間 洋介1337 ホンマ ヨウスケ

2時間20分24秒646 星 智徳1306 ゼビオアリオ鷲宮店ホシ トモノリ

2時間20分25秒647 小林 優紀1135 コバヤシ ユウキ

2時間20分40秒648 今村 誠1059 ヤマキ株式会社イマムラ マコト

2時間20分42秒649 倉持 貴行1797 クラモチ タカユキ

2時間20分42秒650 大熊 諒太1605 行田市立泉小学校オオクマ リョウタ

2時間20分48秒651 星川 雄介1176 ホシカワ ユウスケ

2時間20分59秒652 渡部 真人1560 ワタナベ マサト

2時間21分05秒653 安井 亮1419 ヤスイ リョウ

2時間21分15秒654 湯本 遼平1354 春高応援部ユモト リョウヘイ

2時間21分36秒655 藤森 亮1845 株式会社日金フジモリ リョウ

2時間21分41秒656 椛澤 弘紀1788 カバサワ ヒロキ

2時間21分47秒657 斎藤 勇人1082 会社員サイトウ ハヤト

2時間21分52秒658 鈴木 文規1782 スズキ フミノリ

2時間21分56秒659 折原 森地1131 オリハラ シンジ

2時間22分07秒660 江川 博1243 栗橋保育園エガワ ヒロシ

2時間22分25秒661 小池 直也1241 埼玉県立大学コイケ ナオヤ

2時間22分32秒662 山県 昌明1525 ヤマガタ マサアキ

2時間22分39秒663 加藤 翔1694 株式会社フェスカトウ ショウ

2時間22分48秒664 すずき まこと1647 スズキ マコト

2時間23分08秒665 望月 一彦1053 MDPモチヅキ カズヒコ

2時間23分15秒666 堀江 栄之1367 春日部中央総合病院ホリエ ヒデユキ

2時間23分17秒667 森 崇広1375 新久喜総合病院モリ タカヒロ

2時間23分19秒668 荒井 朋也1374 新久喜総合病院アライ トモヤ

2時間23分20秒669 須藤 英理1268 半田塾スドウ エイリ

2時間23分37秒670 日下部　康介1907 資生堂　久喜工場

2時間23分42秒671 久保 陽太1864 資生堂　久喜工場クボ ヨウタ

2時間23分43秒672 石田 司1014 ジロリアンイシダ ツカサ
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2時間23分57秒673 遠藤 恒生1230 エンドウ コウセイ

2時間23分58秒674 森朝 文也1321 モリアサ フミヤ

2時間24分03秒675 桐林 克臣1031 無しキリバヤシ カツオミ

2時間24分51秒676 遠藤 峻介1083 会社員エンドウ シュンスケ

2時間25分10秒677 鈴木 大介1089 JCBバレー部スズキ ダイスケ

2時間25分19秒678 保科 隆士1661 パーソルテンプスタッフホシナ タカシ

2時間25分24秒679 晴佐久 健太1498 創設備ハレサク ケンタ

2時間25分26秒680 會田 航大1114 白岡アイダ コウダイ

2時間25分27秒681 廣瀬 穣1038 チームTangWangヒロセ ミノル

2時間25分34秒682 鈴木 元紀1217 藤倉化成スズキ ゲンキ

2時間25分39秒683 立川 順一1561 タチカワ ジュンイチ

2時間25分42秒684 北村 航蔵1417 キタムラ コウゾウ

2時間25分47秒685 丸山 隼1211 マルヤマ ハヤト

2時間25分49秒686 深澤 健一1213 伊藤忠商事陸上競技部フカサワ ケンイチ

2時間26分07秒687 深野 幸平1783 とちぎん大宮寮フカノ コウヘイ

2時間26分14秒688 関根 宏教1052 関根接骨院セキネ ヒロノリ

2時間26分27秒689 加藤 稜1862 カトウ リョウ

2時間26分56秒690 韓 裕啓1865 チームアプロハン ユゲ

2時間26分56秒691 李 聖規1349 チームアプロリ ソンギュ

2時間27分01秒692 松木 勇治1049 久喜クラブマツキ ユウジ

2時間27分03秒693 朴 玉三1869 チームアプロパク オクサム

2時間27分06秒694 沖野 幸平1721 オキノ コウヘイ

2時間27分14秒695 坂巻 慎介1244 サカマキ シンスケ

2時間27分17秒696 鷺本 大輝1557 サギモト ヒロキ

2時間27分18秒697 児玉 昌1796 コダマ マサシ

2時間27分30秒698 髙山　大介1921 タカヤマ　ダイスケ

2時間27分32秒699 佐藤 陽亮1400 サトウ ヨウスケ

2時間27分32秒700 小澤 修平1810 大和証券大宮支店久喜エリオザワ シュウヘイ

2時間27分52秒701 布田 友輔1780 ヌノタ ユウスケ

2時間28分00秒702 近藤 友和1221 藤倉化成コンドウ トモカズ

2時間28分01秒703 佐藤 友彦1153 メタボごっこサトウ トモヒコ

2時間28分06秒704 小畑 徹1502 りおちゃん＆かいちゃんオバタ トオル

2時間28分30秒705 横松 伸英1873 白岡中央総合病院ヨコマツ ノブヒデ

2時間28分36秒706 成川 新吾1423 ナリカワ シンゴ

2時間29分10秒707 須藤 正史1516 スドウ マサシ

2時間29分12秒708 松本 健志1828 日本信号マツモト タケシ

2時間29分40秒709 田島 智広1076 走る部タジマ トモヒロ

2時間29分55秒710 横瀬 弥則1723 ヨコセ ヒロノリ

2時間30分03秒711 湯本 将司1702 スリー・イーユモト マサシ

2時間30分08秒712 青砥 貴律1655 アオト ヨシノリ

2時間30分56秒713 蒲池 健一1378 新久喜総合病院カマチ ケンイチ

2時間31分09秒714 益子 暁雄1145 ナカニシマスコ アキオ

2時間31分49秒715 伊藤 敦史1051 高田製薬㈱イトウ アツシ

2時間32分29秒716 丸島 秀一1859 マルシマ シュウイチ

2時間33分01秒717 鈴木 克之1793 スズキ カツユキ

2時間33分26秒718 萩原 健司1008 鷲宮小学校ハギワラ ケンジ

2時間34分20秒719 藤田 倫生1062 （株）ミウラフジタ トモナリ

2時間34分22秒720 森永 俊1632 モリナガ シュン
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2時間34分25秒721 瀬田 裕之1800 セタ ヒロユキ

2時間34分37秒722 濱田 直樹1679 ハマダ ナオキ

2時間34分59秒723 宮下 宏明1032 会社員ミヤシタ ヒロアキ

2時間35分20秒724 佐藤 涼介1475 花徳サトウ リョウスケ

2時間35分25秒725 田山 義樹1390 新久喜総合病院タヤマ ヨシキ

2時間35分43秒726 内田 景太朗1818 ウチダ ケイタロウ

2時間35分45秒727 井上 達哉1399 新久喜総合病院イノウエ タツヤ

2時間35分46秒728 柴山 航大1393 新久喜総合病院シバヤマ コウタ

2時間36分02秒729 安斎 忠1242 川口ジョギングアンザイ タダシ

2時間36分05秒730 村上 猛1874 橋本総業株式会社ムラカミ タケル

2時間36分22秒731 高橋 昭太1666 タカハシ ショウタ

2時間36分29秒732 船山 信一郎1090 丸紅株式会社フナヤマ シンイチロウ

2時間36分29秒733 大塚 一記1574 オオツカ カズキ

2時間36分40秒734 出井 智直夫1571 イデイ トモナオ

2時間37分23秒735 嶋田 明徳1056 久喜市立小林小学校シマダ アキノリ

2時間37分27秒736 中村 一也1207 焼肉　亀せんナカムラ カヅヤ

2時間37分39秒737 板舛 裕樹1825 株式会社東昆イタマス ユウキ

2時間37分53秒738 小池 亮介1853 コイケ リョウスケ

2時間38分07秒739 夏井 勇人1572 ダイニチナツイ ハヤト

2時間38分11秒740 中西 信行1803 ナカニシ ノブユキ

2時間38分38秒741 鈴木 啓介1656 スズキ ケイスケ

2時間39分06秒742 齊藤 友基1585 ＹＫＫＡＰ埼玉窓工場サイトウ ユウキ

2時間39分28秒743 丹野　真次1887 タンノ シンジ

2時間39分39秒744 大野 高嗣1237 ランメイツオオノ タカシ

2時間39分43秒745 青山 峻1318 アオヤマ タカシ

2時間39分48秒746 井上　慶太1003 株式会社クライムホーム

2時間39分52秒747 植村 一彦1168 ウエムラ カズヒコ

2時間39分56秒748 栗山 眞太郎1654 クリヤマ シンタロウ

2時間39分59秒749 梅津 和博1079 カワグチハイホーウメヅ カズヒロ

2時間40分06秒750 嶋田 将之1389 新久喜総合病院シマダ マサユキ

2時間40分22秒751 丸田 健一郎1695 マルタ ケンイチロウ

2時間40分27秒752 川上 洋平1414 カワカミ ヨウヘイ

2時間40分29秒753 坂本 広行1506 サカモト ヒロユキ

2時間41分01秒754 小泉 圭輔1297 コイズミ ケイスケ

2時間43分35秒755 工藤 悠仁1010 鷲宮小学校クドウ ユキヒト

2時間43分35秒756 藤田 脩杜1009 鷲宮小学校フジタ ナオト

2時間43分40秒757 井上 翔1787 株式会社マコトイノウエ ショウ

2時間44分45秒758 樋口 智洋1808 ヒグチ トモヒロ

2時間45分42秒759 祢津 和明1388 新久喜総合病院ネツ カズアキ

2時間54分52秒760 濱村 直哉1779 税理士法人　英智ハマムラ ナオヤ
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