
第５４回 蕨市民ロードレース大会 記録 

平成２６年 １月２６日 

◇小学校１・２年生男子（２㎞）  参加者：４２人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 梶塚 慈英 南小 ８分０３秒  

第２位 阿部  弾 中央小 ８分０５秒  

第３位 岸  源起 中央東小 ８分４５秒  

第４位 清水 柊哉 塚越小 ８分４７秒  

第５位 髙橋 幸登 中央東小 ８分５０秒  

第６位 野﨑 祐吾 中央東小 ８分５１秒 ※小数点以下

で判断 第７位 山野  悠 中央東小 ８分５１秒 

第８位 相原 颯太 南小 ８分５２秒  

第９位 小宮 綾斗 西小 ８分５６秒  

第１０位 橋本 壮哉 西小 ８分５７秒  

 

◇小学校１・２年生女子（２㎞）  参加者：２０人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 滝澤 紗葵良 塚越小 ８分５０秒  

第２位 池上 聖七 西小 ９分１０秒  

第３位 本永 都万麻 塚越小 ９分１４秒  

第４位 前原 奈津美 塚越小 １０分１５秒  

第５位 臼井 詩織 中央東小 １０分２７秒 ※小数点以下

で判断 第６位 土屋 柚月 中央小 １０分２７秒 

第７位 谷本 陽夏 北小 １０分３７秒  

第８位 高橋 由佳里 南小 １０分４７秒  

第９位 友澤 有幸 塚越小 １０分５６秒  

第１０位 阿部 美桜 西小 １１分００秒  

 



◇小学校３・４年生男子（２㎞）  参加者：８７人  

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 黒木 正二郎 中央小 ７分４５秒  

第２位 外山 凌雅 塚越小 ７分４７秒  

第３位 坂本 一真 南小 ７分４９秒  

第４位 佐藤 章博 中央東小 ７分５５秒  

第５位 中筋 湧太 中央東小 ７分５６秒  

第６位 野村  翼 中央小 ８分０２秒  

第７位 山田 素央 南小 ８分１０秒  

第８位 平田  蓮 南小 ８分１１秒 ※小数点以下

で判断 第９位 松下 優希 南小 ８分１１秒 

第１０位 小林 輝大 北小 ８分１２秒  

 

 

◇小学校３・４年生女子（２㎞）  参加者：２１人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 斎藤  碧 中央小 ８分０８秒  

第２位 小高 若葉 塚越小 ８分１１秒  

第３位 前原 沙也佳 塚越小 ８分２６秒  

第４位 小池 紫愛 南小 ８分２９秒  

第５位 鈴木 沙弥香 北小 ８分３３秒  

第６位 伊藤 朱里 東小 ８分５６秒  

第７位 佐野 桃子 中央東小 ９分００秒  

第８位 飯森 佳澄 塚越小 ９分０５秒  

第９位 佐藤 美春 南小 ９分１４秒  

第１０位 ケベ 夕茉 中央東小 ９分２４秒  

 

 



◇親子（小学１・２年生）（２㎞）  参加者：３０組 ６０人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 松本健吾・和真 北小 ８分３６秒  

第２位 村上裕子・駿 西小 ８分３７秒  

第３位 久塚淳宏・諒生 南小 ９分０３秒  

第４位 久保田貴之・大貴 中央小 ９分１１秒  

第５位 福澤重徳・健心 西小 ９分１４秒  

第６位 山﨑祐吾・俊秀 中央東小 ９分１９秒  

第７位 吉田正・航 東小 ９分２０秒  

第８位 伊藤一彦・捺華 中央小 ９分２１秒  

第９位 仲智則・建輔 東小 ９分３１秒  

第１０位 平田剛・蒼 南小 ９分３６秒  

 

 

 

◇小学校５・６年生女子（３㎞）  参加者：２６人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 小川 優奈 中央小 １１分５４秒  

第２位 宮本 仁杏 中央東小 １２分２８秒  

第３位 加藤 優奈 東小 １２分３９秒  

第４位 相澤  柊 南小 １２分４３秒  

第５位 小田 唯莉 西小 １２分５５秒  

第６位 雷坂 凪紗 東小 １２分５９秒  

第７位 大信 友紀恵 中央小 １３分００秒  

第８位 阿久沢 紗良 塚越小 １３分１９秒  

第９位 石畑 綾梨 南小 １３分３０秒  

第１０位 矢島 紗也子 中央小 １３分４６秒  

 

 

 



◇小学校５・６年生男子（３㎞）  参加者：８８人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 山野井 一馬 西小 １１分１２秒  

第２位 臼井 孝行 中央東小 １１分２４秒  

第３位 中村 幸登 東小 １１分３５秒  

第４位 過足 祐太 南小 １１分３７秒  

第５位 新井田 魁 東小 １１分３８秒 ※小数点以下

で判断 第６位 福島 優希 南小 １１分３８秒 

第７位 白野 葉介 南小 １１分４５秒  

第８位 増山 朊希 西小 １１分４７秒  

第９位 髙橋 翔太 北小 １１分５２秒  

第１０位 市野 宏尚 中央東小 １１分５４秒  

 

 

◇中学生 女子（３㎞）  参加者：５２人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 近藤 理沙 一中 １１分３４秒  

第２位 相賀 日菜 一中 １１分４２秒  

第３位 桜井 里茉 二中 １２分０４秒  

第４位 柴田 佳乃 一中 １２分２１秒  

第５位 溝口 女華 一中 １２分２３秒  

第６位 遠藤 綾乃 一中 １２分２７秒  

 

 

 

 

 

 

 

 



◇中学生 男子（３㎞）  参加者：８６人 

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 関 隼汰朗 一中 １０分０５秒 ☆大会新記録 

第２位 射田 涼平 二中 １０分２０秒 ☆大会新記録 

※小数点以下で判断 第３位 野崎 稜人 一中 １０分２０秒 

第４位 原田 海翔 一中 １０分２１秒 ☆大会新記録 

第５位 角之上 駿 一中 １０分２２秒 ☆大会新記録 

第６位 古賀 陵太 一中 １０分２６秒  

 

 

◇高校生 男子（５㎞）  参加者：９人  

順  位 氏  名 学校名 タイム 備  考 

第１位 野末 学志 蕨 １６分５５秒  

第２位 松島 大士 蕨 １７分１３秒  

第３位 鈴木 康一郎 市立浦和 １７分１７秒  

第４位 山内 雄太 蕨 １７分１９秒  

第５位 寺川 太志 蕨 １７分２８秒  

第６位 杉山  諒 蕨 １７分３７秒  

 

 

◇一般 男子（５㎞）  参加者：２８人 

順  位 氏  名 所  属 タイム 備  考 

第１位 前野 雅敬  １５分５９秒  

第２位 山本 一夫  １８分００秒  

第３位 生玉  顕  １８分１２秒  

第４位 畠山 健人  １８分４８秒  

第５位 薄井 健吾  １９分０６秒  

第６位 山口 雄大  １９分２３秒  



◇一般 女子（５㎞）  参加者：１５人 

順  位 氏  名 所  属 タイム 備  考 

第１位 葛山 幸恵  １８分５０秒  

第２位 花田 歩美  １９分１３秒  

第３位 杉田 奈央  １９分３１秒  

第４位 小林  倫  ２１分３０秒  

第５位 瀧山 優子  ２２分２５秒  

第６位 鎌田 未緒  ２２分４７秒  

 

 

◇壮年 男子（５㎞）  参加者：４２人 

順  位 氏  名 所  属 タイム 備  考 

第１位 岩渕  徹  １７分４３秒  

第２位 村田 武士  １８分１６秒  

第３位 吉永 克彦  １９分００秒  

第４位 本多 弘治  １９分０５秒  

第５位 佐藤 賢一  １９分１８秒  

第６位 中村 正巳  １９分２７秒  

 

 

 

 

 


