
- 第3回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般女子　（高校生～49歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:50:00

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

11分52秒1 染谷　美優香11121 日本大学豊山女子高等学・ソメヤ ミユカ

12分16秒2 寺村 容子11083 テラムラ ヨウコ

12分45秒3 戸叶 亜里11069 トカノ アリ

13分03秒4 戸ヶ崎 真理11054 カナガワＲＣトガサキ マリ

13分08秒5 武井 美恵子11058 なんちゃってＲＵＮタケイ ミエコ

13分18秒6 高村 梓11076 開智未来タカムラ アズサ

13分34秒7 今井 和子11082 なんちゃってＲＵＮイマイ カズコ

13分39秒8 柳井 里美11063 ヤナイ サトミ

13分39秒9 白石 絵美11061 シライシ エミ

14分18秒10 杉山 純子11086 なんちゃってＲＵＮスギヤマ ジュンコ

14分41秒11 青木 史菜11071 アオキ フミナ

15分13秒12 奈良 芽美11032 大日本印刷ナラ メグミ

15分35秒13 中村 千裕11103 ナカムラ チヒロ

15分35秒14 加藤 未来11091 カトウ ミク

15分51秒15 土屋　彩奈11125 武蔵野銀行　久喜支店ツチヤ アヤナ

15分54秒16 林 紫乃11090 ハヤシ シノ

16分01秒17 松山 千恵美11028 （株）翔家マツヤマ チエミ

16分16秒18 ツチヤ　香澄11120 ツチヤ カスミ

16分17秒19 藤野 尚子11064 フジノ ヒサコ

16分25秒20 厚川 瑞季11034 みずほ銀行久喜支店アツカワ ミズキ

16分30秒21 神田 くらら11036 みずほ銀行カンダ クララ

16分46秒22 中村　美穂11117 ナカムラ ミホ

16分47秒23 源田 あかね11016 一般ゲンダ アカネ

16分47秒24 石井 伸子11060 イシイ ノブコ

16分47秒25 山中　美幸11001 山中グループ

16分57秒26 竹澤　明日香11116 (株)埼玉りそな銀行タケザワ アスカ

16分57秒27 小口　千夏11108 埼玉りそな銀行コグチ チカ

17分05秒28 寺口 由岐子11031 春日部市立備後小学校テラグチ ユキコ

17分06秒29 横尾 亜紀子11044 ヨコオ アキコ

17分12秒30 藤田 真理子11042 たまごＲＣフジタ マリコ

17分13秒31 木村 麻未11059 キムラ マミ

17分14秒32 須田 歩11067 スダ アユミ

17分15秒33 石塚 怜子11097 イシヅカ レイコ

17分15秒34 池田 瑞穂11106 イケダ ミズホ

17分17秒35 坂井　美瑠11107 サカイ ミル

17分23秒36 伊藤 綾11040 みずほ銀行イトウ アヤ

17分25秒37 細井 比香里11023 YKK AP（株）ホソイ ヒカリ

17分25秒38 河田　凛11128 山中グループカワタリン

17分27秒39 夏原　未帆11113 ナツハラ ミホ

17分36秒40 金久保 康代11062 カナクボ ヤスヨ

17分37秒41 高橋 裕見子11053 りすたーとタカハシ ユミコ

17分40秒42 三尾 美穂11043 ミオ ミホ

17分48秒43 星野 里美11027 川口市ホシノ サトミ

17分57秒44 仙道　晴夏11129

17分57秒45 平山 咲恵11104 ヒラヤマ サキエ

18分14秒46 伊藤 美幸11037 なしイトウ ミユキ

18分18秒47 杉本 美海11017 くすのき苑スギモト ミミ

18分20秒48 横山　珠美11126 ヨコヤマタマミ
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18分21秒49 首藤 千晶11052 チームなんだっけシュトウ チアキ

18分21秒50 奥山 真理子11009 鷲宮小学校オクヤマ マリコ

18分25秒51 増田　理子11005 山中グループ

18分28秒52 山崎 早弥香11010 鷲宮小学校ヤマザキ サヤカ

18分38秒53 鈴江 泰子11048 スズエ ヤスコ

18分39秒54 中島　春菜11115 ナカシマ ハルナ

18分40秒55 長谷川　千明11109 埼玉りそな銀行久喜支店ハセガワ チアキ

18分41秒56 竹内 久美子11018 なしタケウチ クミコ

18分42秒57 嘉瀬 リカ11084 カセ リカ

18分45秒58 等々力 舞子11038 .トドリキ マイコ

18分47秒59 七尾 麻実11024 みずほ銀行ナナオ マミ

18分51秒60 山崎 由紀11020 和歌山市役所ヤマサキ ユキ

18分56秒61 藤原　貴美香11123 フジワラ キミカ

18分57秒62 岡村　真彩11124 武蔵野銀行　久喜支店

19分01秒63 諏訪 淑子11026 会社員スワ シュクコ

19分09秒64 有坂 直子11089 アリサカ ナオコ

19分12秒65 平原 慶子11088 ヒラハラ ケイコ

19分19秒66 佐藤 京子11079 しがないＲＣサトウ キョウコ

19分21秒67 高松 知子11013 会社員タカマツ トモコ

19分23秒68 富沢 裕見子11029 JR東日本メカトロニクス㈱トミザワ ユミコ

19分24秒69 井端 和美11035 みずほ銀行イバタ カズミ

19分27秒70 篠﨑　裕子11119 シノザキ ユウコ

19分33秒71 中村 裕子11012 会社員ナカムラ ユウコ

19分36秒72 染谷　百合香11122 ソメヤ ユリカ

19分51秒73 中川 朋子11046 けいわマラソンクラブナカガワ トモコ

19分56秒74 鬼本 梓11025 久喜すずのき病院キモト アヅサ

20分22秒75 羽鳥 明日香11021 東京入国管理局ハトリ アスカ

20分25秒76 春日 彩11093 リンリンホーカスガ アヤ

20分37秒77 池上 美鈴11094 リンリンホーイケガミ ミスズ

20分39秒78 須藤 靖子11011 一般スドウ ヤスコ

20分40秒79 羽田 美侑季11092 日本信号株式会社ハネダ ミユキ

20分42秒80 小山 芳恵11065 Ｈａｓｕｄａｓｈコヤマ ヨシエ

20分42秒81 古内 愛子11096 フルウチ アイコ

20分44秒82 白杉 舞11049 シラスギ マイ

20分46秒83 高橋 香南11078 タカハシ カナ

20分53秒84 佐藤　沙織11111 サトウ サオリ

21分08秒85 飯塚 由利11050 日本信号株式会社イイヅカ ユリ

21分11秒86 西本 紀子11080 ニシモト ノリコ

21分35秒87 足利　樹奈11003 山中グループ

21分40秒88 長澤　恵子11008 山中グループ

21分46秒89 中井　千帆里11110 ナカイ チホリ

21分47秒90 仲山 朝子11019 なしナカヤマ トモコ

21分47秒91 松本 洋子11068 マツモト ヨウコ

22分37秒92 増田　智恵子11004 山中グループ

22分46秒93 宇野　千晶11112 ウノ チアキ

23分04秒94 真鍋 朋子11095 マナベ トモコ

23分04秒95 斎藤 彩香11098 サイトウ アヤカ

23分04秒96 松林 絢香11101 マツバヤシ アヤカ
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23分24秒97 木村 祐子11085 キムラ ユウコ

23分36秒98 平塚　優子11006 山中グループ

23分42秒99 阿部　恵巳11118 アベ エミ

26分19秒100 足利　和代11002 山中グループ

27分10秒101 高木 美香11075 聖地化プロジェクトタカギ ミカ

28分32秒102 松尾 陽子11047 けいわマラソンクラブマツオ ヨウコ
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