
- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般女子（５０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42分11秒1 藤森 保代7002 無しﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽﾖ

1時間43分44秒2 中村 絵理7018 ザバス和光ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ

1時間43分47秒3 松尾 倫子7044 ﾏﾂｵ ﾘﾝｺ

1時間43分55秒4 ＨＩＳＣＯＣＫ ＴＡＭＭＹ7049 横田ストライダﾋｽｺｯｸ ﾀﾐｰ

1時間44分18秒5 竹原 育子7045 ﾀｹﾊﾗ ｲｸｺ

1時間47分08秒6 長谷川 孝枝7034 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｴ

1時間47分19秒7 藤井 恵美子7039 ラフラフＲＣﾌｼﾞｲ ｴﾐｺ

1時間47分41秒8 大澤 裕美7009 RUNSｵｵｻﾜ ﾋﾛﾐ

1時間48分51秒9 竹内 雅子7001 チームわたらせﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ

1時間49分07秒10 手島 康子7051 チームみんみんﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ

1時間50分07秒11 二階堂 紀子7017 パン工場ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾉﾘｺ

1時間50分42秒12 石井 雅子7053 ｲｼｲ ﾏｻｺ

1時間51分35秒13 高屋敷 ちえみ7035 Ｒ＆Ｂﾀｶﾔｼｷ ﾁｴﾐ

1時間52分25秒14 小倉 さゆり7050 ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ

1時間52分43秒15 加納 由美子7015 ｶﾉｳ ﾕﾐｺ

1時間53分12秒16 竹沢 由紀子7019 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｷｺ

1時間54分13秒17 八尾 宜代7008 カレー部ﾔｵ ﾉﾌﾞﾖ

1時間54分19秒18 金子 良子7054 ｶﾈｺ ﾖｼｺ

1時間54分27秒19 星野 綾子7025 草加ＪＯＧＳﾎｼﾉ ｱﾔｺ

1時間56分31秒20 阿部 賢子7040 ｱﾍﾞ ﾀｶｺ

1時間56分48秒21 栗原 洋子7016 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ

1時間56分53秒22 阿部 晶子7022 ｱﾍﾞ ｱｷｺ

1時間57分04秒23 外西 滝美7056 チーム　薔薇ﾎｶﾆｼ ﾀｷﾐ

1時間57分52秒24 中村 素子7077 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｺ

1時間59分22秒25 宍戸 晶子7021 ｼｼﾄﾞ ｱｷｺ

1時間59分23秒26 大内 薫7066 チームひつじｵｵｳﾁ ｶｵﾙ

1時間59分36秒27 曽川 恵智子7043 花谷塾ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ

2時間01分01秒28 伊藤 あけみ7068 筑波走明会ｲﾄｳ ｱｹﾐ

2時間01分29秒29 中本 由紀7073 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

2時間01分56秒30 櫻井 麻里7027 ｻｸﾗｲ ﾏﾘ

2時間02分00秒31 山本 美也子7058 テップ久喜ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔｺ

2時間02分18秒32 上国料 あや子7055 ｶﾐｺｸﾘｮｳ ｱﾔｺ

2時間02分20秒33 森山 桂子7064 アテナ陸上部ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺ

2時間03分48秒34 蓑口 和美7060 Ｂｕｃｋｙ＇ｓﾐﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ

2時間04分15秒35 森満 綾子7013 ﾓﾘﾐﾂ ｱﾔｺ

2時間04分28秒36 鈴木　潤子7086 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間04分35秒37 藤井 美恵子7024 ﾌｼﾞｲ ﾐｴｺ

2時間05分56秒38 石井 啓子7079 思川桜組ｲｼｲ ｹｲｺ

2時間06分40秒39 須永 孝子7048 のらちゃんずｽﾅｶﾞ ﾀｶｺ

2時間07分48秒40 若松 由紀子7063 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷｺ

2時間08分02秒41 加藤 稔子7080 ｶﾄｳ ﾄｼｺ

2時間08分15秒42 木村 由美子7038 明走會ｷﾑﾗ ﾕﾐｺ

2時間08分41秒43 稲垣 光枝7010 パート主婦ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂｴ

2時間08分49秒44 荻山 明美7007 なしｵｷﾞﾔﾏ ｱｹﾐ

2時間08分49秒45 三次 晃子7042 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ

2時間08分53秒46 坂本 祐子7078 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｺ

2時間09分43秒47 藤木 裕子7005 戸塚P&Mﾌｼﾞｷ ﾋﾛｺ

2時間09分44秒48 谷川 智美7006 Bucky’sﾀﾆｶﾜ ｻﾄﾐ

2時間10分36秒49 田中 玲子7057 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ

2時間10分38秒50 高橋 和代7029 ＳＫＹＳＫＹﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖ
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2時間11分34秒51 土屋 芳子7074 ﾂﾁﾔ ﾖｼｺ

2時間11分41秒52 熊田 利英子7012 マラソン完走Ｃｸﾏﾀﾞ ﾘｴｺ

2時間12分04秒53 森田　星子7081 ﾓﾘﾀ ｾｲｺ

2時間13分28秒54 橋本 和子7075 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ

2時間14分16秒55 吉田 靖子7072 ヨシダ住宅工房ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ

2時間14分25秒56 上野 千津子7003 なしｳｴﾉ ﾁﾂﾞｺ

2時間14分45秒57 本多 広恵7004 ﾁｰﾑHONDAﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｴ

2時間15分17秒58 丸山 妙子7032 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｴｺ

2時間15分22秒59 小根澤 広美7023 ｵﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間15分53秒60 北尾 智子7047 ｷﾀｵ ﾄﾓｺ

2時間16分02秒61 高橋　さゆり7090 はなかいどうﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ

2時間16分02秒62 ＮＩＥＬＳＥＮ ＨＩＳＡＹＯ7052 横田ストライダﾆｰﾙｾﾝ ﾋｻﾖ

2時間16分14秒63 三宮 久美子7070 ＲＵＮＳﾐﾐﾔ ｸﾐｺ

2時間17分19秒64 吉岡 扶美子7014 ﾖｼｵｶ ﾌﾐｺ

2時間18分23秒65 森　美樹7088 ﾓﾘ ﾐｷ

2時間19分04秒66 伊藤 茂子7031 ＳＡＨＡＲＩｲﾄｳ ｼｹﾞｺ

2時間19分09秒67 杉田 逸子7062 ｽｷﾞﾀ ｲﾂｺ

2時間19分32秒68 鈴木　久仁子7082 ｽｽﾞｷ ｸﾆｺ

2時間20分02秒69 脇田 美香7030 アキランメイツﾜｷﾀ ﾐｶ

2時間21分31秒70 細谷　弘子7083 ﾎｿﾔ ﾋﾛｺ

2時間21分46秒71 荒木　伊里子7085 ｱﾗｷ ｲﾘｺ

2時間22分08秒72 細野 美香7011 細野ﾎｿﾉ ﾐｶ

2時間22分59秒73 奈良 千鶴7076 ﾅﾗ ﾁﾂﾞ

2時間23分05秒74 保坂 由美子7067 足利ＲＣﾎｻｶ ﾕﾐｺ

2時間25分35秒75 江原　和子7087 ｴﾊﾗ ｶｽﾞｺ

2時間28分39秒76 大枝 美春7065 新北斗ｵｵｴﾀﾞ ﾐﾊﾙ

2時間28分44秒77 陳野 るり子7059 ｼﾞﾝﾉ ﾙﾘｺ

2時間29分04秒78 植村 裕美7028 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾐ

2時間36分56秒79 白鳥 彰子7046 ｼﾗﾄﾘ ｱｷｺ
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