
- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　親子ペア

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:03:00

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36秒1 深井 聡/深井　真生19099 矢板市乙畑小ﾌｶｲ ｻﾄｼ/ﾌｶｲ ﾏｺﾄ

7分43秒2 小井沼 康良/小井沼　陸王19102 大宮南小ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ/ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ

7分51秒3 松岡 一奴/松岡　修斗19075 富士見小ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ/ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾄ

8分02秒4 青木 範安/青木　美知瑠19104 加須大利根東小ｱｵｷ ﾉﾘﾔｽ/ｱｵｷ ﾐﾁﾙ

8分04秒5 上原 航/上原　将18110

8分16秒6 田熊 純也/田熊　航也19085 さいたま市立日進小学校ﾀｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾀｸﾞﾏ ｺｳﾔ

8分21秒7 田邉 俊雄/田邉　美藍19079 チームモンサレﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ/ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗﾝ

8分39秒8 茂田  忠志/茂田  和楽19039 ｼｹﾞﾀ  ﾀﾀﾞｼ/ｼｹﾞﾀ  ﾜﾗｸ

8分45秒9 野﨑 和明/野﨑　大翔19124 久喜友誠館ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｱｷ/ﾉｻﾞｷ ﾔﾏﾄ

8分47秒10 加藤　杉夫/加藤　秋葉19173 久喜北小学校ｶﾄｳ ｽｷﾞｵ/

8分52秒11 川口 慎介/川口 櫻太19049 砂原小学校ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ/ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳﾀ

8分57秒12 高橋　俊博/高橋　勝禮19050 太田小学校ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ/ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾚｲ

9分00秒13 高波 純/高波 琉生19025 久喜小学校ﾀｶﾅﾐ ｼﾞｭﾝ/ﾀｶﾅﾐ ﾙｲ

9分05秒14 浜崎 正浩/浜崎　弘人19152 久喜北小学校ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ/ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾄ

9分05秒15 田口 俊之/田口 愛梨19015 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ/ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ

9分07秒16 澤木 一司/澤木　壮司19109 久喜小学校ｻﾜｷ ｲﾂｼ/ｻﾜｷ ｿｳｼ

9分08秒17 花見　秀一/花見　英飛19169 /ﾊﾅﾐ ｴｲﾄ

9分13秒18 渡邉 光章/渡邉　りこ19072 栃木第四小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ

9分15秒19 横田 生樹/横田　里愛19147 百間小学校ﾖｺﾀ ｾｲｼﾞｭ/ﾖｺﾀ ﾘｱﾗ

9分23秒20 佐藤　光宏/佐藤　快士19016 東鷲宮小学校ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ/ｻﾄｳ ｶｲｼﾞ

9分25秒21 鈴木　大輔/鈴木　駿吾19031 久喜市立青毛小学校ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ/ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｺﾞ

9分26秒22 藤井　将人/藤井　涼19179 桜田小ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ/

9分32秒23 横手 見枝子/横手　歩実19097 桜田小学校ﾖｺﾃ ﾐｴｺ/ﾖｺﾃ ｱﾕﾐ

9分33秒24 山田 裕/山田　瑛翔19093 鷺沼小学校ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ/ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾄ

9分33秒25 丸山　哲哉/丸山　孝介19029 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂﾔ/ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ

9分37秒26 中井 智胤/中井　健太郎19130 久喜小学校ﾅｶｲ ﾄﾓｶｽﾞ/ﾅｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

9分38秒27 内田 直樹/内田　結月19141 久喜市立桜田小学校ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ/ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

9分38秒28 鏡 淳一/鏡 珀斗19059 ｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｶｶﾞﾐ ﾊｸﾄ

9分42秒29 松田　良/松田　壮佑19168 本町小学校ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ/

9分42秒30 遠藤　宏行/遠藤　聖仁19043 久喜市立太田小学校ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ/ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾄ

9分43秒31 瀬崎 正樹/瀬崎　惇平19122 ＡＣｾｻﾞｷ ﾏｻｷ/ｾｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

9分44秒32 武井 貞道/武井　駿佑19131 久喜市立久喜東小学校ﾀｹｲ ｻﾀﾞﾐﾁ/ﾀｹｲ ｼｭﾝｽｹ

9分49秒33 五十嵐 豊/五十嵐　日茉莉19081 久喜北小学校ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾀｶ/ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾏﾘ

9分52秒34 木下　和歌子/木下　啓太・19174 久喜市立太田小学校ｷﾉｼﾀ ﾜｶｺ/

9分53秒35 鈴木 美穂/鈴木　理久19116 大宮東小学校ｽｽﾞｷ ﾐﾎ/ｽｽﾞｷ ﾘｷｭｳ

9分54秒36 石塚　孝一/石塚　汰佑19040 江面第一小学校ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ/ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｽｹ

9分55秒37 斉藤 光晴/斉藤　颯大19095 桜田小学校ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ/ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

9分56秒38 加藤　幸代/加藤　彩葉19172 久喜北小学校ｶﾄｳ ｻﾁﾖ/

9分58秒39 樋熊  康司/樋熊  悠人19065 ﾋｸﾞﾏ  ｺｳｼﾞ/ﾋｸﾞﾏ  ﾊﾙﾄ

10分00秒40 早川 昌孝/早川　維真19163 春日部市立幸松小学校ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾀｶ/ﾊﾔｶﾜ ｲｼﾝ

10分01秒41 渡部 智博/渡部　佑歩19157 桜田小学校ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ/ﾜﾀﾍﾞ ﾕｱ

10分04秒42 山家 正弘/山家 みなみ19037 久喜小学校ﾔﾏｲｴ ﾏｻﾋﾛ/ﾔﾏｲｴ ﾐﾅﾐ

10分06秒43 松本　正人/松本　武龍19056 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ/ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ

10分07秒44 池田 智史/池田　寅之助19126 久喜北小学校ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ/ｲｹﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

10分08秒45 岸川 典充/岸川　宗史19138 東鷲宮小学校ｷｼｶﾜ ﾉﾘﾐﾂ/ｷｼｶﾜ ｿｳｼ

10分09秒46 向嶌 涼/向嶌　一惺19112 桜田小学校ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾘｮｳ/ﾑｺｳｼﾞﾏ ｲｯｾｲ

10分10秒47 足利　淳/足利　元誌19001 山中グループ

10分11秒48 溝田　智敏/溝田　佳奈美19035 栗橋小学校ﾐｿﾞﾀ ﾄﾓﾄｼ/ﾐｿﾞﾀ ｶﾅﾐ
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10分14秒49 小川 将仁/小川 朝陽19038 太田小学校ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ/ｵｶﾞﾜ ｱｻﾋ

10分16秒50 中川 清世/中川　結雅19087 開智小ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖｾ/ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ

10分17秒51 長谷川　一郎/長谷川　煌・19175 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ/

10分18秒52 藪 勝利/藪　光太郎19133 桜田小学校、桜田チェリー・ﾔﾌﾞ ｶﾂﾄｼ/ﾔﾌﾞ ｺｳﾀﾛｳ

10分18秒53 深谷　高久/深谷　英慎19041 加須市立大利根東小学校ﾌｶﾔ ﾀｶﾋｻ/ﾌｶﾔ ｴｲｼﾝ

10分19秒54 篠原 浩一/篠原　泰明19071 伊勢崎北二小ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ/ｼﾉﾊﾗ ﾔｽｱｷ

10分20秒55 松村 慎弥/松村　祐斗19089 桜田小ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ/ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ

10分20秒56 小谷野 謙司/小谷野 碧葉19063 ｺﾔﾉ ｹﾝｼﾞ/ｺﾔﾉ ｱｵﾊﾞ

10分20秒57 小林 尚人/小林　希寧19120 宮代剣友会ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾈﾈ

10分22秒58 増井 久義/増井　椛絵19113 桜田小学校ﾏｽｲ ﾋｻﾖｼ/ﾏｽｲ ﾓｴ

10分28秒59 久下 真紀/久下　美咲19108 栗橋西小学校ｸｹﾞ ﾏｷ/ｸｹﾞ ﾐｻｷ

10分31秒60 井野 大輔/井野　蒼輔19068 東鷲宮小学校ｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ/ｲﾉ ｿｳｽｹ

10分33秒61 那須 栄一/那須 佑樹19011 太田小学校ﾅｽ ｴｲｲﾁ/ﾅｽ ﾕｳｷ

10分35秒62 茂手木 弘之/茂手木 春翔19027 ﾓﾃｷ ﾋﾛﾕｷ/ﾓﾃｷ ﾊﾙﾄ

10分35秒63 藤森 麻里/藤森　陸真19083 大宮東小ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾘ/ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｸﾏ

10分37秒64 後藤 信二/後藤 飛来19047 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ/ｺﾞﾄｳ ﾋﾗｲ

10分39秒65 高橋 和雄/高橋 昂摩19017 太田小学校ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ/ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳﾏ

10分40秒66 山田 尚登/山田 梨乃19055 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ/ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ

10分41秒67 藤田　広行/藤田　ゆず19184 東鷲宮小学校ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ/

10分41秒68 小野寺 萌子/小野寺　蒼介19123 桜田小学校ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓｴｺ/ｵﾉﾃﾞﾗ ｿｳｽｹ

10分42秒69 黒脛 明広/黒脛 耕太郎19021 ｸﾛﾊﾊﾞｷ ｱｷﾋﾛ/ｸﾛﾊﾊﾞｷ 

10分43秒70 長沢　聡美/長沢　陽人19061 ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾄﾐ/ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ

10分48秒71 武井伴幸/武井禅里19030 ﾀｹｲﾄﾓﾕｷ/ﾀｹｲｾﾞﾝﾘ

10分50秒72 小武海　亮/小武海　凛19042 ｺﾌﾞｶｲ ﾘｮｳ/ｺﾌﾞｶｲ ﾘﾝ

10分55秒73 川口 舞/川口　暁19070 久喜市立東鷲宮小学校ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｲ/ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

10分56秒74 清水 寿敏/清水　勇吹19100 シミズｼﾐｽﾞ ﾋｻﾄｼ/ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ

10分58秒75 折原　明/折原　斗眞19177 江面第一小学校

10分59秒76 佐藤 真由美/佐藤　柊19105 太田小学校ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ/ｻﾄｳ ｼｭｳ

11分00秒77 塚田 昌志/塚田　裕太19127 栗橋小学校ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｼ/ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

11分01秒78 柏木 勝/柏木　恋19088 太田小学校ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾙ/ｶｼﾜｷﾞ ﾚﾝ

11分02秒79 岡本　哲郎/岡本　紗奈19170 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂｵ/

11分04秒80 内藤 彩乃/内藤 陽斗19052 ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ/ﾅｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

11分04秒81 内藤 勇樹/内藤 陸人19053 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ/ﾅｲﾄｳ ﾘｸﾄ

11分05秒82 高橋 健吾/高橋　美結19155 久喜市立三箇小学校ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ

11分05秒83 伊藤 優/伊藤　凜19106 久喜小学校ｲﾄｳ ﾏｻﾙ/ｲﾄｳ ﾘﾝ

11分08秒84 渡辺 真弓/渡部　心春19119 鶴岡持久走クラブﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ

11分09秒85 木村 麻美/木村　優月19074 久喜市立桜田小学校ｷﾑﾗ ｱｻﾐ/ｷﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ

11分13秒86 中原　康行/中原　佑心19033 久喜東小学校ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾕｷ/ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｼﾝ

11分15秒87 河村 裕美/河村　玲葵19107 桜田小学校ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾐ/ｶﾜﾑﾗ ﾀﾏｷ

11分15秒88 三浦 英樹/三浦　柚衣香19150 桜田小学校ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｷ/ﾐｳﾗ ﾕｲｶ

11分17秒89 新井 達也/新井　悠冬19090 和田小学校ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ/ｱﾗｲ ﾕｳﾄ

11分17秒90 上原　健太郎/上原　大樹19003 山中グループ

11分18秒91 安宅 克彦/安宅　颯介19139 桜田小学校ｱﾀｶ ｶﾂﾋｺ/ｱﾀｶ ｿｳｽｹ

11分19秒92 公平　淳司/公平　悠斗19036 ｺｳﾍｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ｺｳﾍｲ ﾕｳﾄ

11分19秒93 歌代 匠/歌代　和真19086 栗橋小学校ｳﾀｼﾛ ﾀｸﾐ/ｳﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ

11分20秒94 中村 由美/中村　優仁19094 北浦和小学校ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ/ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ

11分21秒95 石川 真也/石川 和沙19018 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ/ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ

11分23秒96 黒須和 和樹/黒須　和樹19140 三箇小ｸﾛｽ ｶｽﾞｷ/ｸﾛｽ ｱｲｶ
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11分24秒97 原田　真知子/原田　晴真19181 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾁｺ/

11分25秒98 千葉 貴俊/千葉　陽斗19077 栗橋小学校ﾁﾊﾞ ﾀｶﾄｼ/ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ

11分34秒99 高橋 直美/高橋　愛19148 久喜小学校ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ/ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ

11分36秒100 宮田 秋津/宮田　あかね19076 桜田小学校ﾐﾔﾀ ｱｷﾂ/ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ

11分37秒101 荒井　大介/荒井　里音19057 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ/ｱﾗｲ ﾘﾉ

11分37秒102 松井 慶史郎/松井　瑠璃19118 ＫＲﾏﾂｲ ｹｲｼﾛｳ/ﾏﾂｲ ﾙﾘ

11分38秒103 村井 心哉/村井　蒼空19091 久喜市立青葉小学校ﾑﾗｲ ｼﾝﾔ/ﾑﾗｲ ｿﾗ

11分40秒104 鍵山 その子/鍵山　琉奈19067 西小ｶｷﾞﾔﾏ ｿﾉｺ/ｶｷﾞﾔﾏ ﾙﾅ

11分40秒105 関根　進/関根　悠斗19008 久喜小学校ｾｷﾈ ｽｽﾑ/ｾｷﾈ ﾕﾋﾄ

11分41秒106 田島 大輔/田島　侑和19069 群馬県立駒形小学校ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾜ

11分41秒107 戸田　雅範/戸田　結菜19166 久喜小学校ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ/

11分43秒108 安藤 健太郎/安藤　江梨花19164 栗橋小学校ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ/ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ

11分47秒109 服部　紀行/服部　雅樹19024 久喜小学校ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘﾕｷ/ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ

11分47秒110 高橋 佳子/高橋 朋己19014 久喜東小学校ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ/ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

11分49秒111 五十嵐　忍/五十嵐　亘19167 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾉﾌﾞ/

11分50秒112 松井　佳美/松井　彩和19183 ﾏﾂｲ ﾖｼﾐ/

11分51秒113 渡辺　克博/渡辺　傑琉19023 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ

11分52秒114 佐藤 哲也/佐藤　元就19078 栗橋南小学校ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ/ｻﾄｳ ﾓﾄﾅﾘ

11分57秒115 五十嵐　正/五十嵐　茉央19012 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞｼ/ｲｶﾞﾗｼ ﾏｵ

11分58秒116 佐藤　徹弥/佐藤　優19022 太田小学校ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ/ｻﾄｳ ﾕｳ

11分59秒117 平石 誠/平石 ひなた19019 ﾋﾗｲｼ ﾏｺﾄ/ﾋﾗｲｼ ﾋﾅﾀ

11分59秒118 増渕　陽子/増渕　壮眞19178 栗橋小学校ﾏｽﾌﾞﾁ ﾖｳｺ/

12分00秒119 新藤 豊/新藤 美結19044 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ/ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ

12分03秒120 獅々戸 敬一/獅々戸 亮太19009 ｼｼﾄﾞ ｹｲｲﾁ/ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

12分04秒121 青木 功次/青木　陽葉19151 久喜小学校ｱｵｷ ｺｳｼﾞ/ｱｵｷ ﾋﾖ

12分06秒122 横田 雄二/横田 沙羽19028 鷲宮小学校ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ/ﾖｺﾀ ｻﾜ

12分07秒123 熊澤加也子/熊澤碧19064 ｸﾏｻﾞﾜｶﾔｺ/ｸﾏｻﾞﾜｱｵ

12分08秒124 大津 由季/大津　楓19156 大宮別所小学校ｵｵﾂ ﾕｷ/ｵｵﾂ ｶｴﾃﾞ

12分09秒125 阿部 香/阿部　直輝19159 菖蒲東小学校ｱﾍﾞ ｶｵﾘ/ｱﾍﾞ ﾅｵｷ

12分10秒126 坂牧 良恵/坂牧　亮和19162 久喜北小ｻｶﾏｷ ﾖｼｴ/ｻｶﾏｷ ﾘｮｳﾜ

12分11秒127 渡部 香織/渡部　希歩19158 桜田小学校ﾜﾀﾍﾞ ｶｵﾘ/ﾜﾀﾍﾞ ﾉｱ

12分12秒128 宮田 真理子/宮田 さくら19006 ﾐﾔﾀ ﾏﾘｺ/ﾐﾔﾀ ｻｸﾗ

12分12秒129 浅石 智尊/浅石　明理19132 太田小学校ｱｻｲｼ ﾉﾘﾀｶ/ｱｻｲｼ ｱｶﾘ

12分13秒130 岡野　靖子/岡野　莉子19045 ｵｶﾉ ﾔｽｺ/ｵｶﾉ ﾘｺ

12分14秒131 金子 誠司/金子　颯祐19149 久喜北小学校ｶﾈｺ ｾｲｼﾞ/ｶﾈｺ ｿｳｽｹ

12分16秒132 橋本 紀彦/橋本　彩花19137 江面第一小学校ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ/ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ

12分17秒133 神尾 雄太/神尾 琴音19060 ｶﾐｵ ﾕｳﾀ/ｶﾐｵ ｺﾄﾈ

12分17秒134 柏木 裕安/柏木 葵衣19046 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾔｽ/ｶｼﾜｷﾞ ｱｵｲ

12分19秒135 成瀬 雅之/成瀬　結19080 菖蒲東小学校ﾅﾙｾ ﾏｻﾕｷ/ﾅﾙｾ ﾕｲ

12分22秒136 相良 淳一/相良　茉里19144 久喜小学校ｻｶﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｻｶﾞﾗ ﾏﾘ

12分26秒137 大沢　千晶/大沢　太尊19007 久喜市立太田小学校ｵｵｻﾜ ﾁｱｷ/ｵｵｻﾜ ﾀｲｿﾝ

12分26秒138 大石 恵美子/大石　直弥19084 桜田小ｵｵｲｼ ｴﾐｺ/ｵｵｲｼ ﾅｵﾔ

12分30秒139 塩田 英樹/塩田　瑛麻19111 桜田小学校ｼｵﾀ ﾋﾃﾞｷ/ｼｵﾀ ｴﾏ

12分34秒140 渡久地 葉子/渡久地　優19145 菖蒲東小学校ﾄｸﾞﾁ ﾖｳｺ/ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ

12分34秒141 会田　瑞希/会田　翔雲19176 ｱｲﾀﾞ ﾐｽﾞｷ/

12分34秒142 湯本 慎吾/湯本　匠19143 菖蒲東小学校ﾕﾓﾄ ｼﾝｺﾞ/ﾕﾓﾄ ﾀｸﾐ

12分36秒143 山崎　要子/山崎　優太19020 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ

12分38秒144 高橋　裕也/高橋　美結19013 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ
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- 第3回久喜マラソン大会 -

２ｋｍ　親子ペア

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:03:00

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

12分39秒145 田中　寿人/田中　朔楽19165 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄ/

12分40秒146 橋本 早苗/橋本 優芽19051 ﾊｼﾓﾄ ｻﾅｴ/ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ

12分42秒147 岡村 美智子/岡村　水跳19153 青葉小学校ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｺ/ｵｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ

12分44秒148 黒須  健司/黒須  礼乃19026 ｸﾛｽ  ｹﾝｼﾞ/ｸﾛｽ  ﾚﾉ

12分46秒149 関根 睦子/関根　麻央19121 大宮北ｾｷﾈ ﾑﾂｺ/ｾｷﾈ ﾏｵ

12分52秒150 菅原  真梨子/菅原  煌生19034 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾏﾘｺ/ｽｶﾞﾜﾗ  ｺｳｾｲ

12分58秒151 長浜 有佳/長浜　一路19142 久喜市立栗橋南小学校ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｶ/ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾁﾛ

13分01秒152 萩尾 理絵/萩尾　朱里19114 東鷲宮小学校ﾊｷﾞｵ ﾘｴ/ﾊｷﾞｵ ｱｶﾘ

13分02秒153 山川 太一/山川　澄夏19161 久喜市立桜田小学校ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ/ﾔﾏｶﾜ ｽﾐｶ

13分04秒154 初塩 一実/初塩 瑞季19010 久喜市立桜田小学校ﾊﾂｼｵ ﾋﾄﾐ/ﾊﾂｼｵ ﾐｽﾞｷ

13分07秒155 野地 剛/野地　悠希19101 ゆうきﾉﾁﾞ ﾂﾖｼ/ﾉﾁﾞ ﾕｳｷ

13分13秒156 小野目 如快/小野目　匡秀19066 菁莪小学校ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ/ｵﾉﾒ ﾏｻﾋﾃﾞ

13分15秒157 細井　愛美/細井　海花19185

13分15秒158 佐藤　武明/佐藤　結衣香19058 太田小学校ｻﾄｳ ﾀｹｱｷ/ｻﾄｳ ﾕｲｶ

13分18秒159 小林 実穂子/小林　百花19129 久喜東小学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎｺ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ

13分19秒160 高橋 恵美子/高橋　由衣19082 栗橋南小学校ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ/ﾀｶﾊｼ ﾕｲ

13分20秒161 橋本 富紀子/橋本　藍美19128 久喜東小学校ﾊｼﾓﾄ ﾄｷｺ/ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾐ

13分23秒162 嘉瀬 博之/嘉瀬　愛美19117 伊奈町立小針北小学校ｶｾ ﾋﾛﾕｷ/ｶｾ ﾏﾅﾐ

13分24秒163 中南 滋樹/中南　朱梨19073 太田小学校ﾅｶﾐﾅﾐ ｼｹﾞｷ/ﾅｶﾐﾅﾐ ｱｶﾘ

13分28秒164 戸塚　正之/戸塚　麻優子19005 ﾄﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ/ﾄﾂﾞｶ ﾏﾕｺ

13分49秒165 佐藤　和弘/佐藤　由唯19180 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ/

13分50秒166 江原 美保子/江原　心晴19134 ゆる～くマラソン部ｴﾊﾗ ﾐﾎｺ/ｴﾊﾗ ｺﾊﾙ

13分50秒167 島 和美/島　なお19136 ゆる～くマラソン部ｼﾏ ｶｽﾞﾐ/ｼﾏ ﾅｵ

14分00秒168 桑山　洋輔/桑山　直洋19182 ｸﾜﾔﾏ ﾖｳｽｹ/

14分04秒169 大熊　秀一/大熊　拓己19032 ｵｵｸﾏ ｼｭｳｲﾁ/ｵｵｸﾏ ﾀｸﾐ

14分07秒170 増田　広道/増田　絢斗19002 山中グループ

14分14秒171 梶原 義隆/梶原　央利葉19115 桜田小ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ/ｶｼﾞﾜﾗ ｵﾄﾊ

14分29秒172 間宮 裕子/間宮　なお19135 ゆる～くマラソン部ﾏﾐﾔ ﾋﾛｺ/ﾏﾐﾔ ﾅｵ

15分42秒173 湯浅 律子/湯浅　勇翔19110 桜田小学校ﾕｱｻ ﾘﾂｺ/ﾕｱｻ ﾊﾔﾄ

15分43秒174 遠藤　清明/遠藤　結衣19171 久喜市立桜田小学校ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｱｷ/

17分23秒175 高島 良子/高島　直希19160 久喜東小学校ﾀｶｼﾏ ﾖｼｺ/ﾀｶｼﾏ ﾅｵｷ
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