
- 第2回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般女子（１８～４９歳）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:40:00

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13秒1 藁谷 希理11081 カナガワＲＣﾜﾗｶﾞｲ ｷﾘ

11分15秒2 岩本　明日香11123 花咲徳栄高校ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ

12分06秒3 染谷　美優香11125 ｿﾒﾔ ﾐﾕｶ

12分12秒4 市川　彩菜11108 埼玉県立大学ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾅ

12分15秒5 鏡　莉子11107 越谷西高校ｶｶﾞﾐ ﾘｺ

12分25秒6 山口 彩花11072 岩槻商業高校ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ

12分38秒7 田口 祥子11090 ﾀｸﾞﾁ ｻﾁｺ

12分48秒8 寺村 容子11046 サンシャインﾃﾗﾑﾗ ﾖｳｺ

12分57秒9 山田 結月11035 久喜北陽高等学校ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

12分59秒10 藤田 翼11054 たまごＲＣﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ

13分00秒11 戸ヶ崎 真理11059 カナガワＲＣﾄｶﾞｻｷ ﾏﾘ

13分19秒12 武井 美恵子11095 なんちってランﾀｹｲ ﾐｴｺ

13分19秒13 及川 愛梨11082 ｵｲｶﾜ ｱｲﾘ

13分21秒14 今井 和子11097 なんちゃってＲｲﾏｲ ｶｽﾞｺ

13分35秒15 関 彩花11026 埼玉県立越谷総合技術高等ｾｷ ｻﾔｶ

13分37秒16 渡辺 優衣11023 蓮田松韻高校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ

13分38秒17 阿佐 照美11057 埼玉陸協ｱｻ ﾃﾙﾐ

13分41秒18 寺内 理絵11019 なしﾃﾗｳﾁ ﾘｴ

13分43秒19 高村 梓11070 開智未来ﾀｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ

13分51秒20 内田　晴花11112 武蔵野銀行久喜支店ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ

14分17秒21 古橋 香代子11102 ﾌﾙﾊｼ ｶﾖｺ

14分32秒22 青木 史菜11058 ｱｵｷ ﾌﾐﾅ

14分51秒23 杉山 純子11045 なんちゃってRUNｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

14分54秒24 奈良 芽美11039 大日本印刷ﾅﾗ ﾒｸﾞﾐ

15分11秒25 西村 美槻11017 社会人ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂｷ

15分23秒26 栗原　亜希子11110 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｺ

15分28秒27 千葉 富士子11093 ﾁﾊﾞ ﾌｼﾞｺ

15分34秒28 須永 夏子11071 のらちゃんずｽﾅｶﾞ ﾅﾂｺ

15分36秒29 矢作 好花11094 ﾔﾊｷﾞ ﾐｶ

15分40秒30 太田 里子11101 ｵｵﾀ ｻﾄｺ

15分48秒31 小林 麻奈美11080 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ

15分51秒32 大原 夕佳11008 ティップネス久喜ｵｵﾊﾗ ﾕｶ

16分17秒33 森 美幸11037 久喜市立栗橋小学校ﾓﾘ ﾐﾕｷ

16分18秒34 神田　くらら11121 みずほ銀行ｶﾝﾀﾞ ｸﾗﾗ

16分24秒35 尾崎 聡子11048 てとっ子ＲＣｵｻﾞｷ ｻﾄｺ

16分33秒36 藤田 真理子11053 たまごＲＣﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ

16分44秒37 源田 あかね11012 -ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｶﾈ

16分46秒38 山中　美幸11001 山中グループ

16分55秒39 住田 奈穂11025 埼玉りそな銀行ｽﾐﾀﾞ ﾅﾎ

16分56秒40 九町 幹11066 ノースウエストｸﾁｮｳ ﾐｷ

16分58秒41 杉本 美海11034 社会福祉法人いちいの会く・ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾐ

16分59秒42 源田　りえ11116 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾘｴ

17分00秒43 須田 里美11036 チーム・ダースーｽﾀﾞ ｻﾄﾐ

17分07秒44 高橋　由希11114 はなかいどうﾀｶﾊｼ ﾕｷ

17分18秒45 坂井　美瑠11105 ｻｶｲ ﾐﾙ

17分22秒46 酒井 早紀11044 なしｻｶｲ ｻｷ

17分24秒47 大熊　真理11004 山中グループ

17分26秒48 井上 絵美11096 エフテックｲﾉｳｴ ｴﾐ

17分26秒49 有井　啓子11104 ｱﾘｲ ｹｲｺ

17分28秒50 玉井 碧11077 ﾀﾏｲ ﾐﾄﾞﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第2回久喜マラソン大会 -

３ｋｍ　一般女子（１８～４９歳）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:40:00

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

17分30秒51 関口 智子11022 Run ?Runｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｺ

17分34秒52 等々力　舞子11115 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾏｲｺ

17分34秒53 春日 彩11065 ｶｽｶﾞ ｱﾔ

17分36秒54 山本 めぐみ11068 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

17分38秒55 菅原 直子11043 会社員ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵｺ

17分39秒56 伊藤　綾11122 ｲﾄｳ ｱﾔ

17分43秒57 齋藤 貴子11033 社会福祉法人いちいの会く・ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ

17分50秒58 井端　和美11117 （株）みずほ銀行ｲﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ

18分07秒59 桑原 彩子11032 社会人ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔｺ

18分18秒60 関 幸子11087 ｾｷ ｻﾁｺ

18分31秒61 高松 知子11013 会社員ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓｺ

18分34秒62 竹澤 明日香11029 埼玉りそな銀行ﾀｹｻﾞﾜ ｱｽｶ

18分54秒63 高橋 裕見子11049 りすたーとﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ

18分56秒64 國司 えり子11021 埼玉りそな銀行ｸﾆｼ ｴﾘｺ

19分02秒65 大橋 幸恵11056 ｵｵﾊｼ ｻﾁｴ

19分06秒66 原田 慈11055 橋本総業（株）ﾊﾗﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

19分09秒67 角田　香里11111 武蔵野銀行久喜支店ﾂﾉﾀﾞ ｶｵﾘ

19分09秒68 岡村　真彩11126

19分10秒69 黒川 恵子11078 ｸﾛｶﾜ ｹｲｺ

19分12秒70 七尾　麻実11120 みずほ銀行ﾅﾅｵ ﾏﾐ

19分19秒71 宇田 悠紀11062 埼玉りそな銀行ｳﾀ ﾕｷ

19分23秒72 羽兼 悠貴11031 社会人ﾊｶﾞﾈ ﾕｷ

19分26秒73 中村 裕子11014 会社員ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ

19分32秒74 中村 敦子11052 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｺ

19分42秒75 栗原 さやか11018 なしｸﾘﾊﾗ ｻﾔｶ

20分14秒76 小島 梓11099 ｺｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ

20分20秒77 古賀 初代11064 ｺｶﾞ ﾊﾂﾖ

20分46秒78 入江 光代11020 久喜特別支援学校ｲﾘｴ ﾐﾂﾖ

20分46秒79 山﨑　沙織11113 埼玉りそな銀行ﾔﾏｻﾞｷ ｻｵﾘ

20分50秒80 西本 紀子11091 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘｺ

20分55秒81 夏原 未帆11027 埼玉りそな銀行久喜支店ﾅﾂﾊﾗ ﾐﾎ

21分02秒82 末吉 円11011 なしｽｴﾖｼ ﾏﾄﾞｶ

21分03秒83 岡野 亜矢子11010 なしｵｶﾉ ｱﾔｺ

21分03秒84 末吉 茜11009 なしｽｴﾖｼ ｱｶﾈ

21分06秒85 花野 千里11024 埼玉りそな銀行ﾊﾅﾉ ﾁｻﾄ

21分07秒86 須田 智美11038 埼玉りそな銀行ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ

21分10秒87 齋藤 里衣11041 埼玉りそな銀行ｻｲﾄｳ ﾘｴ

21分13秒88 藤原 朝子11030 なしﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ

21分13秒89 小田部 美帆11083 チームくらりんｵﾀﾍﾞ ﾐﾎ

21分13秒90 松本 洋子11074 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ

21分19秒91 國分 理絵11042 埼玉りそな銀行ｺｸﾌﾞﾝ ﾘｴ

21分29秒92 木村 祐子11040 桜田興業ｷﾑﾗ ﾕｳｺ

21分33秒93 原田　あゆみ11119

21分33秒94 前島　千鶴11118 ﾏｴｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ

21分47秒95 黒田 里奈11015 橋本総業(株)ｸﾛﾀﾞ ﾘﾅ

21分50秒96 小松 眞由美11089 ナイスランｺﾏﾂ ﾏﾕﾐ

21分52秒97 諸田 睦美11088 ナイスランﾓﾛﾀ ﾑﾂﾐ

22分08秒98 兼子 茉理絵11016 橋本総業株式会社ｶﾈｺ ﾏﾘｴ

22分11秒99 平塚　優子11003 山中グループ

22分11秒100 増田　智恵子11002 山中グループ
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23分07秒101 渡辺　洋子11005 山中グループ

24分56秒102 田中　美千代11109 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾖ

25分15秒103 高木 美香11047 ＫＣＲﾀｶｷﾞ ﾐｶ
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