
- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般女子（４０歳代）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

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31分01秒1 勝浦 みどり6050 大江戸飛脚会ｶﾂｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ

1時間34分31秒2 野村 真紀6027 凡人ＲＣﾉﾑﾗ ﾏｷ

1時間34分55秒3 菊池 徳子6144 ＲＵＮＳｷｸﾁ ﾉﾘｺ

1時間35分31秒4 中山 佳子6022 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｺ

1時間35分35秒5 松岡 薫6067 楽健走会ﾏﾂｵｶ ｶｵﾙ

1時間36分40秒6 鈴木 奈美6026 ｽｽﾞｷ ﾅﾐ

1時間38分38秒7 樋口 紅三子6024 ＮＥＳーＲＣﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ

1時間39分22秒8 菅谷 なおみ6064 ｽｶﾞﾔ ﾅｵﾐ

1時間42分55秒9 嘉手苅 一未6076 ｶﾃﾞｶﾘ ｶﾂﾞﾐ

1時間44分27秒10 光岡 由美江6055 ﾐﾂｵｶ ﾕﾐｴ

1時間45分53秒11 松尾 恵子6005 なしﾏﾂｵ ｹｲｺ

1時間45分56秒12 丸子 薫6100 バリーズﾏﾙｺ ｶｵﾙ

1時間46分13秒13 金山 幸枝6054 ｶﾅﾔﾏ ﾕｷｴ

1時間47分14秒14 葭本 志乃6028 チームここあﾖｼﾓﾄ ｼﾉ

1時間47分26秒15 岩月 智子6038 ｲﾜﾂｷ ﾄﾓｺ

1時間47分31秒16 音田 玲子6129 エデンｵﾝﾀﾞ ﾚｲｺ

1時間47分35秒17 花井 悦子6029 ﾊﾅｲ ｴﾂｺ

1時間47分38秒18 小林 有里6083 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ

1時間49分24秒19 林 幸枝6143 ﾊﾔｼ ﾕｷｴ

1時間50分12秒20 大山 信子6127 ８ＢＡＹｵｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ

1時間50分27秒21 生方 路子6040 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｺ

1時間51分32秒22 丸山 美佐恵6004 マグナムﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｴ

1時間51分46秒23 松浦 千歌6060 吉川松ちゃんずﾏﾂｳﾗ ﾁｶ

1時間52分13秒24 鈴木 恵子6035 まいぴぃ～ずｽｽﾞｷ ｹｲｺ

1時間52分33秒25 岩本　裕子6147 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ

1時間52分34秒26 川野 幸子6090 ｶﾜﾉ ｻﾁｺ

1時間52分38秒27 橋爪 初恵6011 カワサキライフコーポレーショﾊｼﾂﾞﾒ ﾊﾂｴ

1時間52分41秒28 照井 奈緒美6073 ＳＲＣﾃﾙｲ ﾅｵﾐ

1時間53分07秒29 高橋 早苗6116 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ

1時間53分07秒30 江川 由里子6030 ｴｶﾞﾜ ﾕﾘｺ

1時間53分09秒31 福島 佳代6118 ﾌｸｼﾏ ｶﾖ

1時間53分45秒32 清水 和美6062 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間54分13秒33 塚田 京子6039 ﾂｶﾀﾞ ｷﾖｳｺ

1時間54分28秒34 氏家 なみ恵6139 なんちってランｳｼﾞｲｴ ﾅﾐｴ

1時間54分37秒35 豊嶋 麻衣子6124 チームかずまいﾄｼﾏ ﾏｲｺ

1時間54分48秒36 染谷 博美6048 さいたま走友会ｿﾒﾔ ﾋﾛﾐ

1時間55分07秒37 佐々木 文6053 株式会社ヤマニｻｻｷ ｱﾔ

1時間56分07秒38 渡邊 未来子6098 チームたのかんﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｺ

1時間56分11秒39 吉崎 深雪6041 ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾕｷ

1時間56分13秒40 外崎 由美子6135 Ｂｕｃｋｙ’ｓﾄﾉｻｷ ﾕﾐｺ

1時間56分49秒41 水野 智子6031 チームマグナムﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ

1時間57分46秒42 堤 信恵6074 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞｴ

1時間58分02秒43 澄本 美津子6105 ｽﾐﾓﾄ ﾐﾂｺ

1時間58分42秒44 奥澤　裕美子6149 なんちゃってRunｵｸｻﾞﾜ ﾕﾐｺ

1時間59分08秒45 芦田 千英6014 無所属ｱｼﾀﾞ ﾁｴ

2時間00分13秒46 梶原 聡子6032 ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾄｺ

2時間01分50秒47 三浦 由紀6068 ﾐｳﾗ ﾕｷ

2時間02分09秒48 村田 佐恵子6086 ＰＳ多摩川ＧＲﾑﾗﾀ ｻｴｺ

2時間02分11秒49 中里 嘉代6078 ﾅｶｻﾄ ｶﾖ

2時間02分23秒50 舞田 恭子6099 ﾏｲﾀﾞ ｷｮｳｺ
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2時間02分24秒51 泉 真由美6089 在宅クリニックｲｽﾞﾐ ﾏﾕﾐ

2時間02分49秒52 小河原 麻子6115 ガチ変倶楽部ｵｶﾞﾜﾗ ｱｻｺ

2時間02分49秒53 石井 史恵6088 ｲｼｲ ﾌﾐｴ

2時間02分53秒54 古山 一美6093 二木ゴルフﾌﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾐ

2時間04分17秒55 渡邉 美香6077 明走會ＪＰＮﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ

2時間04分29秒56 高垣 純子6072 ﾀｶｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間04分40秒57 竹中 園恵6066 ＳＫＹＳＫＹﾀｹﾅｶ ｿﾉｴ

2時間05分07秒58 野澤 寿江6109 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｴ

2時間05分20秒59 高橋 和美6117 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ

2時間05分44秒60 善林 亜希子6049 ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ

2時間06分06秒61 門脇 令子6063 ＮＥＳ－ＲＵＮｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｺ

2時間06分44秒62 田之頭 房子6003 会社員ﾀﾉｶｼﾗ ﾌｻｺ

2時間07分04秒63 小島 佐江子6095 ｺｼﾞﾏ ｻｴｺ

2時間07分21秒64 笠倉 智春6016 ぶーちゃんちｶｻｸﾗ ﾁﾊﾙ

2時間07分31秒65 國信 朋子6069 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾄﾓｺ

2時間07分35秒66 渡辺 志保子6034 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎｺ

2時間07分59秒67 磯村 美佐子6122 アキランメイツｲｿﾑﾗ ﾐｻｺ

2時間08分02秒68 佐藤 由貴6140 ｻﾄｳ ﾕｷ

2時間08分03秒69 近江 孝子6142 ｵｵﾐ ﾓﾄｺ

2時間08分11秒70 新井　早苗6150 なんちゃってRunｱﾗｲ ｻﾅｴ

2時間08分38秒71 森田 裕子6114 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ

2時間08分48秒72 岩本 麻美6045 チームふたりｲﾜﾓﾄ ｱｻﾐ

2時間08分55秒73 永島 敦子6070 明走會ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾂｺ

2時間09分24秒74 星野 里美6020 川口市ﾎｼﾉ ｻﾄﾐ

2時間09分47秒75 森 みゆき6113 ﾓﾘ ﾐﾕｷ

2時間10分07秒76 茂木 佳美6103 ﾓｷﾞ ﾖｼﾐ

2時間10分18秒77 野口 律子6130 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾂｺ

2時間10分36秒78 松橋　きみ子6146 ﾏﾂﾊｼ ｷﾐｺ

2時間10分57秒79 片山 紀子6015 なしｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ

2時間11分44秒80 河島 あき6075 ｶﾜｼﾏ ｱｷ

2時間12分42秒81 大野 敦子6043 ｵｵﾉ ｱﾂｺ

2時間12分57秒82 小沢 敦代6138 はる・みー会ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾖ

2時間13分26秒83 米田 菜穂子6145 ﾖﾈﾀ ﾅﾎｺ

2時間14分04秒84 是永 久美6017 無しｺﾚﾅｶﾞ ｸﾐ

2時間14分33秒85 長尾 佐知子6120 ﾅｶﾞｵ ｻﾁｺ

2時間14分37秒86 矢野 久美6002 なしﾔﾉ ｸﾐ

2時間14分41秒87 長澤 陽子6136 阿須野クラブﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｺ

2時間15分48秒88 原田 顕子6037 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷｺ

2時間16分02秒89 ＪＡＮＳＯＮＳ ＬＯＲＩ6085 横田ストライダｼﾞｬﾝｿﾝｽﾞ ﾛﾘ

2時間16分10秒90 小川 敏子6033 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｺ

2時間16分29秒91 岸 曜子6019 チームアライｷｼ ﾖｳｺ

2時間16分44秒92 岡本 頼子6023 ｵｶﾓﾄ ﾖﾘｺ

2時間17分00秒93 松本 加寿子6132 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｺ

2時間17分11秒94 土渕 真美6152 ﾂﾁﾌﾞﾁ ﾏｻﾐ

2時間17分25秒95 水盛 朋恵6108 ﾐｽﾞﾓﾘ ﾄﾓｴ

2時間17分41秒96 小松 由美子6080 ｺﾏﾂ ﾕﾐｺ

2時間18分52秒97 北島 弘子6094 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｺ

2時間18分52秒98 千田 愛子6006 セキ薬品ﾁﾀﾞ ﾖｼｺ

2時間19分03秒99 吉田 恵美6126 ﾖｼﾀﾞ ｴﾐ

2時間19分09秒100 向井 香里6102 新久喜総合病院ﾑｶｲ ｶｵﾘ
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2時間19分44秒101 梅津 寛美6110 ｳﾒﾂ ﾋﾛﾐ

2時間20分04秒102 海老沢 佳代子6091 ｴﾋﾞｻﾜ ｶﾖｺ

2時間20分36秒103 河内山 桃子6107 ｺｳﾁﾔﾏ ﾓﾓｺ

2時間20分53秒104 荻島 貴代6061 ｵｷﾞｼﾏ ﾀｶﾖ

2時間21分00秒105 東 尚子6111 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ

2時間21分09秒106 本多 里美6013 なしﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ

2時間21分22秒107 小野 地里6025 四季の会ｵﾉ ﾁｻﾄ

2時間21分24秒108 川上 和恵6081 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｴ

2時間22分16秒109 五十嵐 美和子6009 千葉県ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾜｺ

2時間22分57秒110 及川　千恵子6151 なんちゃってRunｵｲｶﾜ ﾁｴｺ

2時間23分06秒111 近野 直子6012 なしｺﾝﾉ ﾅｵｺ

2時間23分16秒112 田中　智子6148 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ

2時間24分12秒113 中山 清子6010 セブンディーﾅｶﾔﾏ ｾｲｺ

2時間25分00秒114 小高 睦美6044 らくそう会ｵﾀﾞｶ ﾑﾂﾐ

2時間25分06秒115 相馬 佐穂6123 えすびぃｿｳﾏ ｻﾎ

2時間26分50秒116 杉山 恵子6046 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺ

2時間26分52秒117 鈴木 麻衣子6018 ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｽｽﾞｷ ﾏｲｺ

2時間28分17秒118 秋澤 あゆみ6104 ｱｷｻﾞﾜ ｱﾕﾐ

2時間28分34秒119 濱田 晴美6021 -ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ

2時間28分38秒120 大崎 玲子6133 リッカｵｵｻｷ ﾚｲｺ

2時間31分44秒121 酒井 浩子6106 ｻｶｲ ﾋﾛｺ

2時間32分20秒122 折原　美智子6001 ㈱武井組ｵﾘﾊﾗ ﾐﾁｺ

2時間32分57秒123 竹内 久美子6008 （株）ウインスターﾀｹｳﾁ ｸﾐｺ

2時間35分49秒124 中根 敬子6134 ﾅｶﾈ ｹｲｺ

2時間36分34秒125 高木 美和6057 ﾀｶｷﾞ ﾐﾜ

2時間39分21秒126 荒平 和世6097 ｱﾗﾋﾗ ｶｽﾞﾖ

2時間41分19秒127 杉森 絹子6096 ｽｷﾞﾓﾘ ｷﾇｺ

2時間44分51秒128 中村 文香6007 橋本総業株式会社ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｶ
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