
- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般女子（１８～３９歳）

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24分44秒1 長能 彩美5049 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾐ

1時間27分19秒2 篠﨑 理紗5073 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ

1時間27分54秒3 坂部 恵5063 幸手走友会ｻｶﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ

1時間30分31秒4 蛇石 千尋5100 ﾍﾋﾞｲｼ ﾁﾋﾛ

1時間33分18秒5 佐藤 真耶5064 名大病院精神科ｻﾄｳ ﾏﾔ

1時間37分56秒6 小柳 里帆5074 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾎ

1時間40分32秒7 稲子 史江5117 ｲﾅｺ ﾌﾐｴ

1時間40分37秒8 佐藤 絢乃5182 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

1時間41分27秒9 細谷 香苗5054 ＢＯＷＨＯＪＩﾎｿﾔ ｶﾅｴ

1時間42分40秒10 田中 里美5070 ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ

1時間44分07秒11 坂巻 佳世5102 ｻｶﾏｷ ｶﾖ

1時間45分11秒12 小峰 萌5069 ｺﾐﾈ ﾓｴ

1時間45分43秒13 吉谷 弘子5071 ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｺ

1時間46分08秒14 徳山 由布5176 ﾄｸﾔﾏ ﾕｳ

1時間46分48秒15 大西 香穂里5078 ＮＩＫＫＯＬｵｵﾆｼ ｶｵﾘ

1時間48分00秒16 高野 栄理子5134 ﾀｶﾉ ｴﾘｺ

1時間48分24秒17 岩切 佳那子5112 ｲﾜｷﾘ ｶﾅｺ

1時間48分36秒18 増田 梨沙5050 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ

1時間50分27秒19 金子 愛美5111 ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ

1時間50分40秒20 門山 桃子5072 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾓﾓｺ

1時間51分25秒21 野澤 由紀5171 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ

1時間51分27秒22 長嶋 和佳子5145 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶｺ

1時間51分40秒23 中澤 奈美5089 走友会ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾐ

1時間51分47秒24 伊東 莉央5027 むらもと歯科医院ｲﾄｳ ﾘｵ

1時間52分15秒25 柴崎 亜希子5075 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｱｷｺ

1時間52分55秒26 佐々木 あや5086 ｻｻｷ ｱﾔ

1時間54分00秒27 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ ＮＯＺＯＭＩ5098 横田ストライダﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾉｿﾞﾐ

1時間54分04秒28 松田 絵里5155 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ

1時間54分54秒29 関口 恵理子5168 ｾｷｸﾞﾁ ｴﾘｺ

1時間56分21秒30 中山 優子5052 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ

1時間57分30秒31 横山 由里子5017 思川緑地ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｺ

1時間57分48秒32 多田 陽子5096 ﾀﾀﾞ ﾖｳｺ

1時間57分53秒33 立川 志津香5091 ﾀﾁｶﾜ ｼｽﾞｶ

1時間58分20秒34 柿谷 麻未5175 ｶｷﾀﾆ ｱｻﾐ

1時間58分30秒35 葛西 美涼5079 小林精肉店ｶｻｲ ﾐｽｽﾞ

1時間58分43秒36 島 直子5008 マカロニｼﾏ ﾅｵｺ

1時間58分48秒37 井上 葉子5135 ｲﾉｳｴ ﾖｳｺ

1時間58分55秒38 吉田 さや香5045 なしﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ

1時間58分56秒39 鈴木 智子5158 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ

2時間00分26秒40 伊藤 美和子5151 ｲﾄｳ ﾐﾜｺ

2時間00分46秒41 須之内 麻美5014 株式会社ヴァンドームヤマダｽﾉｳﾁ ｱｻﾐ

2時間00分46秒42 上水流 春子5033 チームとわたりｶﾐｽﾞﾙ ﾊﾙｺ

2時間00分59秒43 松本 悠5007 鷲宮ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ

2時間01分09秒44 田中 和美5043 会社員ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ

2時間01分23秒45 新田 紗希5124 ﾆｯﾀ ｻｷ

2時間01分54秒46 新井 奈緒子5114 ｱﾗｲ ﾅｵｺ

2時間02分36秒47 佐藤 春奈5053 白岡ＲＣｻﾄｳ ﾊﾙﾅ

2時間02分46秒48 髙山　順子5178 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

2時間02分59秒49 東浦 仁美5036 なしﾋｶﾞｼｳﾗ ﾋﾄﾐ

2時間03分07秒50 堤 久美子5166 ＲＵＮＳﾂﾂﾐ ｸﾐｺ
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2時間03分23秒51 柴崎 友美5026 TBSｼﾊﾞｻｷ ﾄﾓﾐ

2時間05分09秒52 新田 裕香5125 ﾆｯﾀ ﾕｶ

2時間06分00秒53 谷 明日美5048 ﾀﾆ ｱｽﾐ

2時間06分05秒54 平田 幸子5131 ﾋﾗﾀ ｻﾁｺ

2時間06分07秒55 木村 麻子5047 一般財団法人日本国際協力ｷﾑﾗ ｱｻｺ

2時間06分20秒56 二宮 末梨絵5136 ﾆﾉﾐﾔ ﾏﾘｴ

2時間06分44秒57 森田 恵美子5093 リリィﾓﾘﾀ ｴﾐｺ

2時間06分54秒58 長谷川 舞音5034 TRIPLE ACEﾊｾｶﾞﾜ ﾏｵ

2時間07分09秒59 木村 真季5138 ｷﾑﾗ ﾏｷ

2時間07分50秒60 小西 美香5055 ＢＯＷＨＯＪＩｺﾆｼ ﾐｶ

2時間08分20秒61 古庄 美穂5172 ﾌﾙｼｮｳ ﾐﾎ

2時間08分20秒62 湯田 晴佳5161 ﾕﾀﾞ ﾊﾙｶ

2時間08分43秒63 須藤　花5179 ｽﾄﾞｳ ﾊﾅ

2時間08分43秒64 千葉 京子5132 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ

2時間09分34秒65 渡辺 佳央里5023 なしﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ

2時間11分19秒66 デゼレ ガワ5170 ﾃﾞｾﾞﾚ ｶﾞﾜ

2時間11分24秒67 上田 亜紗子5123 なしｳｴﾀﾞ ｱｻｺ

2時間11分55秒68 篠崎 美穂5022 社会人ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾎ

2時間12分02秒69 林 紫乃5046 なしﾊﾔｼ ｼﾉ

2時間12分11秒70 山本 梨渚5121 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ

2時間12分30秒71 上田 理恵子5122 なしｳｴﾀﾞ ﾘｴｺ

2時間12分31秒72 柳澤 めぐみ5032 氷川参道ランﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間12分41秒73 成田 美琴5038 会社員ﾅﾘﾀ ﾐｺﾄ

2時間12分46秒74 吉野 理歩5051 ハープ友の会ﾖｼﾉ ﾘﾎ

2時間13分56秒75 宮前 璃奈5020 十善病院ﾐﾔﾏｴ ﾘﾅ

2時間13分56秒76 船橋 祐香5084 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕｶ

2時間13分56秒77 豊川 友梨5030 久喜小学校ﾄﾖｶﾜ ﾕﾘ

2時間14分19秒78 鈴木 亜子5115 さいたま市ｽｽﾞｷ ｱｺ

2時間14分20秒79 久保山 礼子5059 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾚｲｺ

2時間14分46秒80 南雲 彩5066 ﾅｸﾞﾓ ｱﾔ

2時間15分00秒81 大崎 直美5150 ｵｵｻｷ ﾅｵﾐ

2時間15分35秒82 井上 晶子5065 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ

2時間15分55秒83 深迫 奈美絵5156 ナイスランﾌｶｻｺ ﾅﾐｴ

2時間16分29秒84 影山 とも恵5006 チームなんだっけ？ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ

2時間16分37秒85 伊藤 千鶴5162 ｲﾄｳ ﾁｽﾞﾙ

2時間16分41秒86 井原　希5001 クライムホームｲﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ

2時間17分25秒87 佐久間 千佳5094 新久喜総合病院ｻｸﾏ ﾁｶ

2時間18分06秒88 園木 恵里子5099 ｿﾉｷ ｴﾘｺ

2時間19分07秒89 木村 奈央5087 ｷﾑﾗ ﾅｵ

2時間19分30秒90 田嶋 千彩5080 ﾀｼﾏ ﾁｻ

2時間20分09秒91 井上 恵梨奈5015 なしｲﾉｳｴ ｴﾘﾅ

2時間20分25秒92 鈴木 恵美子5028 マカロ二ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ

2時間20分32秒93 宗形 真帆5095 ＹＫＫＡＰﾑﾅｶﾀ ﾏﾎ

2時間20分42秒94 米村 典子5058 ﾖﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ

2時間20分48秒95 伊藤 亜由美5041 走る部ｲﾄｳ ｱﾕﾐ

2時間20分50秒96 奥山 直子5108 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｺ

2時間21分03秒97 照井 かおり5067 ﾃﾙｲ ｶｵﾘ

2時間21分06秒98 寺西 美佳5004 豊田通商株式会社ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ

2時間21分09秒99 城谷 愛5031 なしｼﾛﾀﾆ ｱｲ

2時間21分26秒100 青木 ひとみ5088 氷川参道ランｱｵｷ ﾋﾄﾐ
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2時間21分51秒101 木村 麻未5152 ｷﾑﾗ ﾏﾐ

2時間24分27秒102 平 美菜里5039 大学院ﾀｲﾗ ﾐﾅﾘ

2時間24分58秒103 山王堂 美紀5013 チームさんちゃんｻﾝﾉｳﾄﾞｳ ﾐｷ

2時間25分03秒104 山中 尚美5010 特になしﾔﾏﾅｶ ﾅｵﾐ

2時間25分03秒105 有迫 蘭5062 ｱﾘｻｺ ｱﾗﾗｷﾞ

2時間25分06秒106 相馬 望恵佳5141 久喜特別支援ｿｳﾏ ﾓｴｶ

2時間25分11秒107 宮村 愛5101 ﾐﾔﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間25分17秒108 室伏 むつ美5068 ﾑﾛﾌｼ ﾑﾂﾐ

2時間25分28秒109 中村 由季乃5129 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

2時間26分57秒110 豊田 直子5147 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｺ

2時間26分58秒111 熊井 加奈江5154 ｸﾏｲ ｶﾅｴ

2時間28分04秒112 丹野　南5177 ﾀﾝﾉ ﾐﾅﾐ

2時間28分32秒113 今野 妙美5056 浦和整形ｺﾝﾉ ﾀｴﾐ

2時間28分48秒114 斎藤 梓5057 浦和整形外科ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ

2時間29分28秒115 秋葉 愛弓5009 派遣社員ｱｷﾊﾞ ｱﾕﾐ

2時間29分48秒116 斎藤 彩花5024 ぐっとないとｻｲﾄｳ ｱﾔｶ

2時間30分08秒117 弓削 幸子5169 ﾕｹﾞ ｻﾁｺ

2時間31分33秒118 伊丹 真澄5167 アキランメイツｲﾀﾐ ﾏｽﾐ

2時間31分40秒119 濱田 恵津子5113 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾂｺ

2時間31分43秒120 中村 一恵5044 久喜市役所ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ

2時間31分48秒121 粟野 真美5029 跡見学園女子大学ｱﾜﾉ ﾏﾐ

2時間31分50秒122 山中 悠嘉5181 ﾔﾏﾅｶ ﾕｶ

2時間32分08秒123 大塚　美紅5003 ㈱武井組

2時間32分08秒124 白石　茜5002 ㈱武井組ｼﾗｲｼ ｱｶﾈ

2時間32分14秒125 浅見 未央5159 ｱｻﾐ ﾐｵ

2時間33分26秒126 奥野木 里沙5077 ｵｸﾉｷﾞ ﾘｻ

2時間34分05秒127 岡田 智美5011 クラシス株式会社ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間34分07秒128 寺原 ゆかり5042 走る部ﾃﾗﾊﾗ ﾕｶﾘ

2時間34分46秒129 市村 敬子5040 マカロニｲﾁﾑﾗ ｹｲｺ

2時間35分03秒130 松薗 亜沙美5126 新久喜総合病院ﾏﾂｿﾞﾉ ｱｻﾐ

2時間35分47秒131 和佐 千賀子5025 昱株式会社ﾜｻ ﾁｶｺ

2時間35分50秒132 原 明日香5140 ﾊﾗ ｱｽｶ

2時間37分19秒133 川合 恭子5118 ｶﾜｲ ｷｮｳｺ

2時間37分42秒134 石橋 佑香5128 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｶ

2時間37分53秒135 細井 比香里5035 YKKAP㈱ﾎｿｲ ﾋｶﾘ

2時間38分39秒136 菅原 恵利子5157 ｽｶﾞﾊﾗ ｴﾘｺ

2時間38分48秒137 折原 あゆみ5139 桶川市吹奏楽団ｵﾘﾊﾗ ｱﾕﾐ

2時間39分20秒138 森田 葉子5060 ﾓﾘﾀ ﾖｳｺ

2時間40分16秒139 山内 日香里5103 新久喜総合病院ﾔﾏｳﾁ ﾋｶﾘ

2時間40分59秒140 江川 友菜5012 同意します。ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

2時間41分05秒141 佐藤 樹里5164 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ

2時間41分05秒142 上田 小百合5165 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ

2時間41分42秒143 平林 湖寿江5153 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｽﾞｴ
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