
- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般女子　（高校生～39歳以下）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/3/25

スタート： 9:30:00

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25分03秒1 長能 彩美5056 白岡ＲＣナガノ アヤミ

1時間25分47秒2 篠﨑 理紗5054 シノザキ リサ

1時間30分11秒3 桶田 香菜5165 さいたま市陸協オケダ カナ

1時間31分32秒4 岡林 聡美5076 美肌洗隊◇ＢＲオカバヤシ サトミ

1時間32分59秒5 有留 蘭5171 アリドメ ラン

1時間34分46秒6 小柳 里帆5077 コヤナギ リホ

1時間35分43秒7 長岡 麻衣5066 さいたま市陸協ナガオカ マイ

1時間36分17秒8 石橋 友香5063 白岡ＲＣイシバシ ユウカ

1時間38分22秒9 金子 愛美5163 ランラン東京カネコ マナミ

1時間41分56秒10 清水 友美5161 シミズ トモミ

1時間45分34秒11 小峰 萌5140 コミネ モエ

1時間45分43秒12 柴崎 友美5043 シバサキ トモミ

1時間46分19秒13 内田　晴花5235 武蔵野銀行　久喜支店ウチダ ハルカ

1時間46分21秒14 門山 桃子5137 カドヤマ モモコ

1時間49分58秒15 柴崎 亜希子5168 シバザキ アキコ

1時間51分38秒16 寺嶋 沙織5207 テラシマ サオリ

1時間52分17秒17 鈴木 智子5148 ＲＡＷスズキ サトコ

1時間53分41秒18 手塚 真由美5081 テヅカ マユミ

1時間54分18秒19 大河内 麻江5219 オオコウチ アサエ

1時間54分41秒20 湯山 和恵5131 水戸ランナー塾ユヤマ カズエ

1時間54分59秒21 葛西 美涼5084 小林精肉店カサイ ミスズ

1時間55分19秒22 福井 めい5217 フクイ メイ

1時間55分30秒23 木村 早希5154 キムラ サキ

1時間55分32秒24 山本 さくら5057 ヤマモト サクラ

1時間56分05秒25 石原 景子5065 メガロス本八幡イシハラ ケイコ

1時間56分38秒26 徳山 由布5172 トクヤマ ユウ

1時間56分54秒27 浦 もみじ5155 ウラ モミジ

1時間57分12秒28 5237

1時間58分02秒29 渡辺 佳央里5020 なしワタナベ カオリ

1時間58分19秒30 山本 希望5150 ひまわり薬局ヤマモト ノゾミ

1時間58分40秒31 髙山　順子5228 タカヤマ ジュンコ

1時間58分44秒32 三浦 和代5102 こじらせランナーズミウラ カズヨ

1時間59分28秒33 増田 梨沙5044 マスダ リサ

2時間00分05秒34 飯島 幸枝5002 株式会社白岡薬局イイジマ ユキエ

2時間00分25秒35 東浦 仁美5026 久喜市ヒガシウラ ヒトミ

2時間01分17秒36 椎田 成美5157 シイダ ナルミ

2時間01分20秒37 渡辺 瞳5004 所属なしワタナベ ヒトミ

2時間02分22秒38 山口 優子5136 ヤマグチ ユウコ

2時間02分23秒39 伊藤 希5185 イトウ ノゾミ

2時間02分24秒40 関口 純子5216 セキグチ ジュンコ

2時間02分25秒41 島 直子5009 マカロニシマ ナオコ

2時間02分36秒42 露木　希5230 県立高等学校生ツユキ ノゾミ

2時間02分45秒43 鈴木 瑞子5146 スズキ ミズコ

2時間02分54秒44 篠田 裕子5055 シノダ ユウコ

2時間03分12秒45 畑中 佳那子5059 ハタナカ カナコ

2時間03分15秒46 山口 奈々子5164 ＴＥＡＭうのヤマグチ ナナコ

2時間04分06秒47 鈴木 佐梨5042 スズキ サリ

2時間04分33秒48 花井 梨恵子5007 みなと赤十字病院ハナイ リエコ
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2時間05分03秒49 野口 夏子5153 ノグチ ナツコ

2時間05分29秒50 池田 沙紀5129 イケダ サキ

2時間06分07秒51 峯村 貴江5134 ミネムラ タカエ

2時間06分14秒52 田村 仁菜5201 タムラ ヒロナ

2時間06分48秒53 露木　恵5231 大学生ツユキ メグミ

2時間07分09秒54 須之内 麻美5024 株式会社ヴァンドームヤマ・スノウチ アサミ

2時間07分17秒55 瀬川 千紘5103 こじらせランナーズセガワ チヒロ

2時間07分39秒56 古川 久仁子5144 コガワ クニコ

2時間08分05秒57 福岡 きめら5215 椿山純米酒熱燗?楽部フクオカ キメラ

2時間08分27秒58 松本 恵里佳5015 久喜クラブマツモト エリカ

2時間08分31秒59 荻山 夏美5199 オギヤマ ナツミ

2時間08分35秒60 古庄 美穂5158 フルショウ ミホ

2時間08分50秒61 及川 愛梨5109 オイカワ アイリ

2時間09分18秒62 白石 紀子5067 シライシ ノリコ

2時間09分30秒63 関山 侑紀5206 セキヤマ ユキ

2時間09分40秒64 高崎 真理子5108 タカサキ マリコ

2時間10分28秒65 黒川 めぐみ5062 クロカワ メグミ

2時間10分35秒66 根岸 かおり5114 ネギシ カオリ

2時間10分48秒67 田中　恵子5227 タナカ ケイコ

2時間10分57秒68 嶋村 かおり5149 さいたま走友会シマムラ カオリ

2時間11分55秒69 船橋 祐香5177 フナバシ ユカ

2時間11分58秒70 高野 栄理子5060 タカノ エリコ

2時間12分28秒71 住田 裕美5200 スミタ ヒロミ

2時間12分42秒72 澤田 愛5122 中馬塾サワダ アイ

2時間12分53秒73 吉田 千代子5121 プリンセスフィズ池袋ヨシダ チヨコ

2時間13分02秒74 田中 伶奈5022 久喜市立栗橋小学校タナカ レイナ

2時間13分02秒75 金井 仁美5214 カナイ ヒトミ

2時間14分17秒76 新田 裕香5071 ニッタ ユカ

2時間14分19秒77 高久 文枝5184 タカク フミエ

2時間14分49秒78 板垣 璃帆5202 イタガキ リホ

2時間15分05秒79 山王堂 美紀5126 チームＳＡＮサンノウドウ ミキ

2時間15分12秒80 小林 智絵5196 公設宮代福祉医療センターコバヤシ チエ

2時間15分19秒81 竹澤 理央5187 タケザワ リオ

2時間15分32秒82 伊藤 鈴香5211 イトウ スズカ

2時間15分33秒83 佐藤 麻衣子5018 日本学生支援機構サトウ マイコ

2時間15分34秒84 早川 響子5112 ハヤカワ キョウコ

2時間15分37秒85 有泉 美咲5075 ヴェルフェルアリイズミ ミサキ

2時間16分07秒86 中野 涼夏5124 花徳ナカノ スズカ

2時間16分18秒87 恩村 樹里子5087 新久喜総合病院オンムラ キリコ

2時間16分52秒88 今井 麻鈴5166 イマイ マリン

2時間17分32秒89 田河 佐知子5031 ESRタガワ サチコ

2時間17分36秒90 高橋 ひとみ5133 タカハシ ヒトミ

2時間17分50秒91 秋庭 宏美5138 ハートデンタルクリニックアキバ ヒロミ

2時間18分37秒92 山本 由紀5212 ヤマモト ユキ

2時間19分10秒93 小杉 翠5069 コスギ ミドリ

2時間19分52秒94 田島 ちあき5110 ＳＣＲタジマ チアキ

2時間20分17秒95 黒須 映里5003 白岡薬局クロス エリ

2時間20分33秒96 宗形 真帆5145 ＹＫＫＡＰ株式会社ムナカタ マホ
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2時間20分44秒97 原田　希5001 株式会社クライムホーム

2時間20分51秒98 亀井 絢子5220 カメイ アヤコ

2時間21分25秒99 江本 さやか5224 エモト サヤカ

2時間21分52秒100 諏訪 美香5005 _スワ ミカ

2時間21分57秒101 須賀 麻理代5159 スガ マリヨ

2時間22分12秒102 丹野　南5229 タンノ ミナミ

2時間22分34秒103 佐久間 陽子5198 サクマ ヨウコ

2時間22分43秒104 荒沼 奈々5033 久喜小学校アラヌマ ナナ

2時間22分45秒105 浅見 朱里5221 やなぎアザミ ジュリ

2時間22分59秒106 市原 あゆみ5139 かるらんイチハラ アユミ

2時間23分14秒107 比嘉 花絵5088 新久喜総合病院ヒガ ハナエ

2時間23分23秒108 上田 亜紗子5180 ウエダ アサコ

2時間23分37秒109 森田 直子5098 新久喜総合病院モリタ ナオコ

2時間23分42秒110 加藤 三菜美5115 カトウ ミナミ

2時間23分56秒111 村山 友記5012 チームTangWangムラヤマ ユキ

2時間24分01秒112 嶌村 有季乃5135 シマムラ ユキノ

2時間24分10秒113 渋谷 友理香5017 日本信号株式会社シブヤ ユリカ

2時間24分19秒114 平形 沙良5119 登山部ヒラカタ サラ

2時間24分24秒115 標 恵伝5192 シメギ エデン

2時間24分25秒116 尾崎 聡子5082 てとっこＲＣオザキ サトコ

2時間25分56秒117 野村 有貴5048 Ｊａｙｂｉｒｄノムラ ユキ

2時間25分56秒118 近藤 奈緒子5061 コンドウ ナオコ

2時間26分01秒119 脇坂 愛5047 ワキサカ アイ

2時間26分06秒120 皆米 由衣5174 ミナゴメ ユイ

2時間26分16秒121 葛西 舞美5132 カサイ マミ

2時間26分39秒122 竹田 梨沙5032 なしタケダ リサ

2時間26分39秒123 伊東 さおり5034 教員イトウ サオリ

2時間26分44秒124 中村 夏美5226 ナカムラ ナツミ

2時間26分45秒125 矢野 理紗子5092 ヤノ リサコ

2時間26分52秒126 福川 真由美5006 クラシス株式会社フクガワ マユミ

2時間26分58秒127 林　蓮華5236 リンリョナ

2時間27分04秒128 松木 良子5016 久喜クラブマツキ リョウコ

2時間27分06秒129 片瀬 優子5188 カタセ ユウコ

2時間27分25秒130 宮前 璃奈5213 ミヤマエ リナ

2時間27分31秒131 佐藤 真耶5039 名大精神科サトウ マヤ

2時間27分32秒132 小川 幸奈5053 オガワ ユキナ

2時間28分03秒133 田嶋 千彩5175 タシマ チサ

2時間28分25秒134 江頭 綾花5028 会社員エガシラ アヤカ

2時間28分27秒135 岡部 あずさ5008 久喜市在住オカベ アズサ

2時間28分46秒136 鉢呂 美代子5051 ハチロ ミヨコ

2時間29分15秒137 伊藤 亜由美5170 イトウ アユミ

2時間29分17秒138 渡邉 美花5223 ワタナベ ミカ

2時間29分44秒139 中村 萌子5169 ナカムラ モエコ

2時間29分48秒140 猪股 亜衣5083 イノマタ アイ

2時間30分00秒141 井上 恵梨奈5037 イノウエ エリナ

2時間30分36秒142 馬場 葉月5106 日本信号ババ ハヅキ

2時間31分22秒143 松薗 亜沙美5086 新久喜総合病院マツゾノ アサミ

2時間32分08秒144 乙部 純子5205 オトベ ジュンコ
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2時間32分58秒145 浅野 恵里香5151 アサノ エリカ

2時間33分24秒146 佐藤 綾美5095 新久喜総合病院サトウ アヤミ

2時間33分28秒147 森 沙緒理5218 モリ サオリ

2時間33分29秒148 野本 萌実5078 ノモト メグミ

2時間33分32秒149 西口 沙也佳5096 新久喜総合病院ニシグチ サヤカ

2時間33分37秒150 藤澤 真理子5189 フジサワ マリコ

2時間33分56秒151 山本 若菜5118 登山部ヤマモト ワカナ

2時間34分01秒152 百瀬 莉奈5090 モモセ リナ

2時間34分22秒153 斎藤 美穂5160 サイトウ ミホ

2時間35分31秒154 上田 理恵子5181 ウエダ リエコ

2時間35分47秒155 山野 ゆかり5099 新久喜総合病院ヤマノ ユカリ

2時間36分09秒156 高野 楓5030 損保ジャパン日本興亜タカノ カエデ

2時間36分23秒157 中野 恵美理5123 ナカノ エミリ

2時間36分43秒158 小野田 暢子5116 Ａｒｏｕｔｅオノダ ノブコ

2時間37分08秒159 志村 智子5143 シムラ トモコ

2時間37分25秒160 神野 美保5195 ジンノ ミホ

2時間38分46秒161 福田 有花5107 日本信号フクダ ユカ

2時間39分55秒162 岩本 美絵5191 イワモト ミエ

2時間40分06秒163 伊丹 真澄5079 アキランメイツイタミ マスミ

2時間40分08秒164 池上 怜佳5209 実践女子大学イケガミ レイカ

2時間40分09秒165 井上 鈴菜5210 日本女子体育大学イノウエ スズナ

2時間40分15秒166 大塚 美紅5011 武井組とゆかいな仲間たちオオツカ ミク

2時間40分20秒167 白石 茜5010 武井組とゆかいな仲間たちシライシ アカネ

2時間40分25秒168 中島　智美5232 ナカジマ トモミ

2時間40分28秒169 黒田 小百合5093 新久喜総合病院クロダ サユリ

2時間40分42秒170 阿座上 結花5050 藤倉化成アザカミ ユカ

2時間40分57秒171 清宮 久美子5038 セイミヤ クミコ

2時間42分29秒172 相馬 望恵佳5183 Ｓｂｉｅソウマ モエカ

2時間45分49秒173 岡崎 絵里依5091 オカザキ エリイ
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