
『第10回　川越アクアスロン・エキデン』総合結果 2013/9/8

小学女子１～２年 女子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 315 八代 青依 やしろ あおい 小学2年  0:07:23
2 308 塚田　穂香 つかだほのか 小学2年  0:07:50
3 309 高橋　萌楓 たかはしほのか 小学2年  0:07:57
4 303 田中 絢音 たなか あやね 小学1年  0:08:03
5 312 森岡 くりま もりおか くりま 小学2年  0:08:09
6 314 公地 李 こうち すもも 小学2年  0:08:12
7 307 林　由寿貴 はやしゆずき 小学2年  0:08:13
8 313 公地 杏 こうち あんず 小学2年  0:08:25
9 305 水嶋 日万莉 みずしま ひまり 小学1年  0:08:30

10 306 山口 優空 やまぐち ゆら 小学1年  0:08:30
11 302 熊田 笑夏 くまだ えみか 小学1年  0:08:44
12 304 佐藤 摩耶 さとう まや 小学1年  0:08:51
13 301 中川 月 なかがわ めい 小学1年  0:09:28
14 310 須田 葵 すだ あおい 小学2年  0:09:41
15 311 高橋 いづみ たかはし いづみ 小学2年  0:09:47

小学女子１～２年 男子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 336 渡辺 俊 わたなべ すぐる 小学2年  0:06:28
2 350 熊谷 康正 くまがい こうせい 小学2年  0:06:41
3 334 本木 蔵人 もとき くらうど 小学2年  0:06:41
4 340 野口 悠 のぐち ゆう 小学2年  0:07:03
5 335 伊村 空汰 いむら くうた 小学2年  0:07:11
6 344 長島 拓海 ながしま たくみ 小学2年  0:07:16
7 343 森岡 良平 もりおか りょうへい 小学2年  0:07:21
8 348 深堀 慶 ふかほり けい 小学2年  0:07:25
9 341 水村 隆之介 みずむら りゅうのす 小学2年  0:07:28

10 320 大久保 桔助 おおくぼ きすけ 小学1年  0:07:31
11 330 保谷　真宏 ほたにまひろ 小学2年  0:07:32
12 339 松崎 凌也 まつざき りょうや 小学2年  0:07:35
13 327 小笠原 輝虎 おがさわら てとら 小学1年  0:07:35
14 318 酒見 天 さかみ てん 小学1年  0:07:37
15 324 金久保 琉 かなくぼ るき 小学1年  0:07:40
16 321 渡部 翔太 わたべ しょうた 小学1年  0:07:41
17 316 内田　麗斗 うちだれいと 小学1年  0:07:42
18 347 峠 大希 とうげ だいき 小学2年  0:07:50
19 328 鈴木 拓夢 すずき たくむ 小学1年  0:08:00
20 345 坂井 築 さかい きずく 小学2年  0:08:03
21 338 畠中 真 はたなか まこと 小学2年  0:08:04
22 329 杉間 伊吹 すぎま いぶき 小学1年  0:08:06
23 323 古瀬 創太 ふるせ そうた 小学1年  0:08:07
24 342 谷口 尚 たにぐち しょう 小学2年  0:08:18
25 346 橋本 颯 はしもと そう 小学2年  0:08:21
26 317 築城 将真 ついきしょうま 小学2年  0:08:26
27 332 山下　紗重斗 やましたさえと 小学2年  0:08:28
28 319 澤畑 寿真 さわはた かずま 小学1年  0:08:47
29 333 宮岡　秀行 みやおかひでゆき 小学2年  0:09:06
30 325 兼崎 直也 かねさき なおや 小学1年  0:09:18
31 326 兼崎 伸也 かねさき しんや 小学1年  0:09:26
32 349 奈村 晴冬 なむら はると 小学2年  0:10:01
33 331 二ノ宮　陽太 にのみやひなた 小学2年  0:11:01



『第10回　川越アクアスロン・エキデン』総合結果 2013/9/8

小学女子３～４年 女子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 416 公地 七海 こうち ななみ 小学4年  0:09:43
2 422 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 菜々 まっきんとっしゅなな 小学4年  0:09:59
3 420 小菅 凪 こすげ なぎ 小学4年  0:10:11
4 405 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 百々 まっきんとっしゅももこ 小学3年  0:10:21
5 407 髙橋　凛花 たかはしりんか 小学4年  0:10:53
6 410 酒見 ひより さかみ ひより 小学4年  0:10:56
7 421 鬼塚 優妃 おにづか ゆうき 小学4年  0:10:58
8 413 福池 菜雪 ふくいけ なゆき 小学4年  0:11:07
9 417 公地 陽海 こうち みなみ 小学4年  0:11:12

10 401 熱海美空 あたみみく 小学3年  0:11:18
11 411 畠中 陽香 はたなか ほのか 小学4年  0:11:25
12 423 熊谷 桃花 くまがい ももか 小学4年  0:11:36
13 408 加賀まりあ かがまりあ 小学4年  0:11:50
14 425 石田 紗弓 いしだ さゆみ 小学4年  0:11:52
15 404 秋葉 ひな あきは ひな 小学3年  0:12:06
16 406 関根 愛里 セキネ アイリ 小学3年  0:12:10
17 415 橋本 樹 はしもと いつき 小学4年  0:12:23
18 402 松林　愛海 まつばやしまなみ 小学3年  0:12:26
19 412 長島 花奈 ながしま かな 小学4年  0:12:31
20 403 藤澤 遥 ふじさわ はるか 小学3年  0:12:56
21 424 難波 莉緒 なんば りお 小学4年  0:13:59
22 414 大久保 陽和 おおくぼ ひより 小学4年  0:14:20
23 418 大塚 真奈 おおつか まな 小学4年  0:14:32

小学女子３～４年 男子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 449 中川 空 ナカガワ ソラ 小学4年  0:09:09
2 446 榎本 一優 えのもと かずま 小学4年  0:09:49
3 447 新井 知翔 あらい はると 小学4年  0:10:06
4 428 池田　環 いけだかん 小学3年  0:10:21
5 448 澤田 啓斗 さわだ けいと 小学4年  0:10:27
6 452 斉藤 蓮 さいとう れん 小学4年  0:10:30
7 441 杉間 大雅 すぎま たいが 小学3年  0:10:53
8 432 新井 瑛太 あらい えいた 小学3年  0:11:09
9 437 間正 光紀 ましょう みのり 小学3年  0:11:16

10 435 田中 碧真 たなか あおま 小学3年  0:11:23
11 443 山口 遥音 やまぐち はると 小学3年  0:11:25
12 440 黒沢 龍己 くろさわ りゅうき 小学3年  0:11:32
13 427 馬場　秀汰 ばばしゅうた 小学3年  0:11:52
14 429 新井 耀太 あらい ようた 小学3年  0:11:54
15 444 原田 悠史 はらだ ちかし 小学3年  0:12:01
16 426 佐藤　俊輔 さとうしゅんすけ 小学3年  0:12:05
17 442 大野 羽琉 おおの はる 小学3年  0:12:27
18 438 鬼塚 翔太 おにづか しょうた 小学3年  0:12:40
19 450 渡邉 夕貴 わたなべ ゆうき 小学4年  0:12:42
20 453 棚瀬 優太 たなせ ゆうた 小学4年  0:12:45
21 456 中本 翔太 なかもと しょうた 小学4年  0:12:45
22 439 高橋 悠真 たかはし ゆうま 小学3年  0:12:49
23 436 松本 祥大 まつもと よしひろ 小学3年  0:12:54
24 433 高梨 周 たかなし あまね 小学3年  0:12:54
25 430 澤畑 秀真 さわはた しゅうま 小学3年  0:12:55
26 434 福島 紘和 ふくしま ひろかず 小学3年  0:14:13
27 431 松浦 康成 マツウラ コウセイ 小学3年  0:14:17



『第10回　川越アクアスロン・エキデン』総合結果 2013/9/8

小学女子５～６年 女子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 503 荻原　美桜 はぎわらみお 小学5年  0:09:26
2 520 冨岡 千咲 とみおか ちさき 小学6年  0:09:57
3 515 池田　瑚海 いけだこうみ 小学6年  0:10:18
4 502 中島　千尋 なかじまちひろ 小学5年  0:10:26
5 509 後藤 一祈 ごとう かずき 小学5年  0:10:38
6 513 間正 百香 ましょう ももか 小学5年  0:10:48
7 505 森　柚花 もりゆずか 小学5年  0:11:24
8 511 鈴木 空 すずき そら 小学5年  0:11:30
9 517 林　美沙貴 はやしみさき 小学6年  0:11:51

10 504 林　由貴 はやしゆき 小学5年  0:12:04
11 519 黒沢 美咲 くろさわ みさき 小学6年  0:12:14
12 501 髙橋　優花 たかはしゆうか 小学5年  0:12:16
13 516 中澤　弥風 なかざわみかぜ 小学6年  0:12:21
14 510 佐藤 麟 さとう りん 小学5年  0:13:07
15 508 小島 玲菜 こじま れな 小学5年  0:14:20
16 514 渡辺 捺生 わたなべ なつき 小学5年  0:15:16
17 506 石川 早穂 いしかわ さほ 小学5年  0:16:08
18 512 萩原 柚乃 はぎはら ゆずの 小学5年  0:16:30
19 518 宮岡　里早 みやおかりさ 小学6年  0:16:32
20 521 福島 瑞華 ふくしま みずか 小学6年  0:16:43

小学女子５～６年 男子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 540 中本 雄大 なかもと ゆうた 小学6年  0:09:27
2 527 菊地 圭祐 きくち けいすけ 小学5年  0:09:46
3 536 馬場　優タ ばばゆうた 小学6年  0:09:55
4 544 宮澤 徹 みやざわ とおる 小学6年  0:10:07
5 530 中谷 星偉 なかたに しょうい 小学5年  0:10:08
6 543 水嶋 健心 みずしま けんしん 小学6年  0:10:16
7 538 関根 翔 セキネ ショウ 小学6年  0:10:27
8 542 細井 健二朗 ほそい けんじろう 小学6年  0:10:30
9 531 長谷川 琉斗 はせがわ りゅうと 小学5年  0:10:35

10 528 徳武 遼太 とくたけ りょうた 小学5年  0:10:45
11 534 本木 颯人 もとき はやと 小学5年  0:10:53
12 541 福池 真白 ふくいけ ましろ 小学6年  0:11:18
13 535 横川 亮哉 よこかわ りょうか 小学5年  0:11:55
14 532 早川 朋樹 はやかわ ともき 小学5年  0:11:57
15 529 長井 洸 ながい ひかる 小学5年  0:12:00
16 539 高畑 峻 たかはた しゅん 小学6年  0:12:12
17 525 山下　雄生 やましたゆうせい 小学5年  0:12:15
18 522 斗南 楓生 ほしなみ ふうき 小学6年  0:12:35
19 526 小野崎 颯 おのざき はやと 小学5年  0:12:39
20 524 松林　拓海 まつばやしたくみ 小学5年  0:12:44
21 523 塚田　雄生 つかだゆうき 小学5年  0:13:07
22 537 新井 松太郎 あらい まつたろう 小学6年  0:13:49
23 533 松本 優大 まつもと ゆうだい 小学5年  0:14:56

中学生 女子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 601 酒見 琳 さかみ りん 中学1年  0:17:20

中学生 男子
順位 No 氏名 氏名ｶﾅ 年齢（学年） 記録

1 604 関根 大騎 セキネ ダイキ 中学2年  0:18:16
2 602 間正 成海 ましょう なるみ 中学1年  0:19:53
3 603 須田 耀介 すだ ようすけ 中学2年  0:20:50


