
順位 Bib 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 周回数 タイム 通算回数 連続回数

1 45 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 久喜友誠館陸上クラブ 1 06:31 通算4 加須3

2 279 鍵山 光琉 ｶｷﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ 1 06:44 通算1 加須1

3 181 坂本 匠真 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 1 07:24 通算3 加須3

4 282 日熊 悟 ﾋｸﾞﾏ ｻﾄﾙ 1 07:31 通算1 加須1

5 38 石川 壮琉 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾙ 1 07:35 通算3 加須2

6 30 小林 海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 久喜友誠館陸上クラブ 1 07:36 通算4 加須3

7 122 青木 歩乃瑠 ｱｵｷ ﾎﾉﾙ 1 07:49 通算2 加須2

8 40 伊藤 杏里 ｲﾄｳ ｱﾝﾘ 1 07:51 通算3 加須2

9 286 橋本 太陽 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 1 07:55 通算1 加須1

10 37 石川 隆 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 1 07:55 通算3 加須2

11 32 柴沼 晴輝 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾊﾙｷ 1 07:58 通算4 加須3

12 182 巻島 陽 ﾏｷｼﾏ ﾋﾅﾀ 1 08:08 通算3 加須3

13 208 戸賀崎 まゆ ﾄｶﾞｻｷ ﾏﾕ 1 08:29 通算1 加須1

14 287 鎌田 堅椰 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝﾔ 1 08:45 通算1 加須1

15 221 阪尾 日南太 ｻｶｵ ﾋﾅﾀ 1 08:46 通算2 加須2

16 222 新井 孝幸 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ 1 08:51 通算2 加須2

17 178 渋谷 羽琉 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙ 1 08:52 通算3 加須3

18 2 野本 健児 ﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 1 08:56 通算6 加須6

19 180 渋谷 芽結 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲ 1 09:31 通算3 加須3

20 42 阪尾 綾音 ｻｶｵ ｱﾔﾈ 1 09:34 通算3 加須2

21 275 岡本 幸司 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 1 09:39 通算1 加須1

22 257 石井 洋介 ｲｼｲ ﾖｳｽｹ 1 09:42 通算2 加須2

23 92 大澤 健侍 ｵｵｻﾜ ｹﾝｼ 1 09:51 通算3 加須2

24 223 新井 晴絵 ｱﾗｲ ﾊﾙｴ 1 09:52 通算2 加須2

25 49 後藤 裕紀 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 1 10:08 通算4 加須3

26 140 田中 利明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ 1 10:10 通算2 加須2

27 143 落 勝之 ｵﾁ ｶﾂﾕｷ 1 10:26 通算2 加須2

28 289 大熊 政之 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ 1 10:31 通算1 加須1

第8回 加須はなさき毎月マラソン

2017年2月18日（土）　加須はなさき公園（埼玉県加須市）

2kmの部　結果

氏名は初回参加登録票にご記入いただいた内容をもとに入力しております。 

万が一、誤字等ございましたら、事務局までご連絡ください。 

「ハシゴタカ」等の環境依存文字は常用漢字で表示しております。 
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