
- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般女子（４０歳代）

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26分40秒1 勝浦 みどり6017 白岡ＲＣカツウラ ミドリ

1時間31分29秒2 大谷 祐美6019 オオタニ ユミ

1時間34分19秒3 尾崎 美智代6073 オザキ ミチヨ

1時間36分27秒4 境 由理香6039 サカイ ユリカ

1時間36分35秒5 鈴木 奈美6001 なしスズキ ナミ

1時間36分53秒6 山田 恭子6011 浦安ランナーズヤマダ キョウコ

1時間37分15秒7 樋口 紅三子6045 ＮＥＳ－ＲＣヒグチ クミコ

1時間38分06秒8 松崎 由紀6095 まるＲＣマツザキ ユキ

1時間41分14秒9 木村 千春6163 キムラ チハル

1時間41分37秒10 岩田 雅美6126 逗子市陸協イワタ マサミ

1時間42分08秒11 葭本 志乃6035 ここあＲＣヨシモト シノ

1時間42分22秒12 光岡 由美江6087 ミツオカ ユミエ

1時間43分13秒13 松尾 恵子6037 マツオ ケイコ

1時間43分45秒14 米倉 由美6122 Ｔ－Ａ．Ｔヨネクラ ユミ

1時間45分59秒15 花井 悦子6117 ハナイ エツコ

1時間46分00秒16 佐藤 春奈6055 白岡ＲＣサトウ ハルナ

1時間46分27秒17 氏家 なみ恵6097 なんちゃってランウジイエ ナミエ

1時間46分51秒18 松岡 薫6084 楽健走会マツオカ カオル

1時間47分22秒19 坂本 愛6145 ビッグツリーサカモト アイ

1時間48分17秒20 友清 紀子6024 さいたま走翔トモキヨ ノリコ

1時間48分25秒21 石井 明美6078 イシイ アケミ

1時間48分59秒22 金山 幸枝6068 カナヤマ ユキエ

1時間50分38秒23 丸山 美佐恵6018 チームマグナムマルヤマ ミサエ

1時間50分52秒24 松本 紳子6060 日本信号マツモト ノブコ

1時間51分24秒25 小林 有里6075 コバヤシ ユリ

1時間53分28秒26 塚田 京子6088 ツカダ キヨウコ

1時間53分52秒27 加藤 昌代6164 カトウ マサヨ

1時間53分56秒28 宮川 尚子6056 ＮＫＲＣミヤガワ ナオコ

1時間54分25秒29 染谷 博美6048 さいたま走友会ソメヤ ヒロミ

1時間55分02秒30 芦田 千英6147 アシダ チエ

1時間55分16秒31 吉倉 千佳子6127 ヨシクラ チカコ

1時間55分26秒32 関根 今日子6023 ホシ子セキネ キョウコ

1時間56分28秒33 岩本　裕子6166 イワモト ヒロコ

1時間57分17秒34 橋爪 初恵6065 ハシヅメ ハツエ

1時間57分32秒35 渡邉 美香6050 明走會ＪＰＮワタナベ ミカ

1時間57分54秒36 宮野入 仁美6036 ミヤノイリ ヒトミ

1時間57分56秒37 岩地 康子6101 かけっこ軍団イワチ ヤスコ

1時間58分30秒38 恒川 直美6027 ツネカワ ナオミ

1時間59分03秒39 奥澤 裕美子6146 なんちゃってランオクザワ ユミコ

1時間59分10秒40 藤本 じゅん6167 まるRCフジモトジュン

1時間59分12秒41 堤 信恵6022 ツツミ ノブエ

2時間00分10秒42 戸谷 路恵6077 トヤ ミチエ

2時間00分24秒43 長南 早紀子6016 チョウナン サキコ

2時間00分34秒44 豊嶋 麻衣子6041 チームかずまいトシマ マイコ

2時間00分45秒45 清水 和美6030 シミズ カズミ

2時間00分55秒46 米田 菜穂子6105 ヨネタ ナホコ

2時間01分02秒47 福島 佳代6128 フクシマ カヨ

2時間01分07秒48 鈴木 恵里子6115 スズキ エリコ
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2時間01分13秒49 下村 淑美6044 ＹＯＧシモムラ ヨシミ

2時間01分59秒50 古橋 香代子6140 フルハシ カヨコ

2時間02分02秒51 松浦 千歌6047 吉川まっちゃんずマツウラ チカ

2時間02分08秒52 和知 香6014 ワチ カオリ

2時間02分35秒53 佐藤 亜也子6120 サトウ アヤコ

2時間03分21秒54 森田 美穂6053 モリタ ミホ

2時間04分02秒55 新井 早苗6161 なんちゃってＲＵＮアライ サナエ

2時間05分05秒56 豊嶋 麻衣子6168

2時間05分06秒57 梶原 聡子6038 カジハラ サトコ

2時間05分07秒58 池田 雪絵6067 イケダ ユキエ

2時間05分16秒59 岡本 頼子6096 オカモト ヨリコ

2時間05分24秒60 永島 敦子6069 菖蒲公園ＪＣナガシマ アツコ

2時間06分00秒61 柴崎 美季6021 シバサキ ミキ

2時間06分04秒62 須永 恭子6100 旅パンスナガ キョウコ

2時間06分12秒63 石川 絹子6054 イシカワ キヌコ

2時間07分23秒64 小河原 麻子6119 オガワラ アサコ

2時間07分26秒65 石井 史恵6091 イシイ フミエ

2時間07分59秒66 野口 律子6131 ノグチ リツコ

2時間08分19秒67 石山　祐子6165 イシヤマ ユウコ

2時間08分30秒68 永嶋 留衣子6064 ナガシマ ルイコ

2時間08分33秒69 内山 仁美6125 ウチヤマ ヒトミ

2時間09分28秒70 千葉 富士子6139 チバ フジコ

2時間09分37秒71 高橋 恵美子6032 タカハシ エミコ

2時間09分41秒72 田原 美江6062 タハラ ヨシエ

2時間10分29秒73 韓 和貞6025 ハン ファジョン

2時間10分31秒74 中里 真理子6089 ＹＯＧナカザト マリコ

2時間10分50秒75 川島 浩子6049 カワシマ ヒロコ

2時間10分53秒76 山岸 聡子6098 大宮共立病院ヤマギシ サトコ

2時間11分15秒77 嘉和知 竹子6113 カワチ タケコ

2時間11分53秒78 渡部 陽子6144 ワタナベ ヨウコ

2時間12分15秒79 山家 悦子6010 なしヤマガ エツコ

2時間12分18秒80 小池 真弓6157 ＤＩＣ館林コイケ マユミ

2時間12分22秒81 荻島 貴代6129 オギシマ タカヨ

2時間12分30秒82 神山 陽子6076 カミヤマ ヨウコ

2時間12分34秒83 本道 智子6072 ホンドウ トモコ

2時間12分34秒84 三本木 祐子6061 ｋｆｓサンボンギ ユウコ

2時間12分40秒85 田幡 容子6155 タバタ ヨウコ

2時間12分42秒86 佐々木 徳子6110 ササキ ノリコ

2時間12分49秒87 向井 香里6080 新久喜総合病院ムカイ カオリ

2時間12分50秒88 黒岩 由枝6162 ＬＩＸＩＬクロイワ ヨシエ

2時間12分57秒89 田之頭 房子6004 会社員タノカシラ フサコ

2時間13分03秒90 牧野 恵美6094 マキノ エミ

2時間13分15秒91 太田 佳子6057 今井病院オオタ ヨシコ

2時間13分39秒92 原田 裕未6012 ハラダ ヒロミ

2時間14分46秒93 天本 和子6112 アマモト カズコ

2時間15分17秒94 東 尚子6118 ヒガシ ナオコ

2時間15分19秒95 若林 久美子6103 チームアルパカワカバヤシ クミコ

2時間15分23秒96 波田野 由紀6003 無所属ハタノ ユキ
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2時間15分34秒97 香本 真江6020 コウモト ミチエ

2時間15分51秒98 木村 麻子6090 キムラ アサコ

2時間16分03秒99 森 みゆき6116 モリ ミユキ

2時間16分23秒100 須藤 弥生6093 スドウ ヤヨイ

2時間16分56秒101 小島 佐江子6109 コジマ サエコ

2時間17分37秒102 倉本 民6026 クラモト タミ

2時間18分20秒103 水盛 朋恵6134 ミズモリ トモエ

2時間18分23秒104 若狹 裕美子6066 ワカサ ユミコ

2時間18分53秒105 鈴木 麻衣子6009 (株)ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮスズキ マイコ

2時間19分06秒106 吉田 恵美6121 ヨシダ エミ

2時間20分06秒107 野村 幸代6160 ノムラ サチヨ

2時間21分13秒108 中山 美保6031 ナカヤマ ミホ

2時間21分30秒109 岸 曜子6156 キシ ヨウコ

2時間22分09秒110 渡辺 志保子6106 ワタナベ シホコ

2時間22分09秒111 相馬 佐穂6137 Ｓｂｉｅソウマ サホ

2時間22分58秒112 小野 地里6059 四季の会オノ チサト

2時間23分40秒113 酒井 浩子6099 サカイ ヒロコ

2時間25分11秒114 中山 セイコ6154 ナカヤマ セイコ

2時間25分17秒115 福本 麻理子6063 市高ランフクモト マリコ

2時間27分04秒116 ルカルヴェ クリステル6083 ルカルヴェ クリステル

2時間28分46秒117 土渕 真美6132 ツチブチ マサミ

2時間29分21秒118 江川 由里子6052 エガワ ユリコ

2時間29分27秒119 吉岡 知6046 千里ランランヨシオカ トモ

2時間29分45秒120 川上 和恵6070 カワカミ カズエ

2時間30分42秒121 岩橋 麻湖6138 イワハシ マコ

2時間31分16秒122 小川 敏子6051 オガワ トシコ

2時間31分39秒123 中村 綾6143 ナカムラ アヤ

2時間31分53秒124 五十嵐 美和子6152 イガラシ ミワコ

2時間32分45秒125 近野 直子6007 アナハイム・エレクトロニク・コンノ ナオコ

2時間33分04秒126 土屋 富美江6034 ツチヤ トミエ

2時間33分08秒127 堀江 康子6104 ホリエ ヤスコ

2時間35分10秒128 渡辺 美緒6085 ワタナベ ミオ

2時間35分30秒129 齋藤 慶子6159 サイトウ ケイコ

2時間35分56秒130 菅野 静枝6124 スガノ シズエ

2時間35分57秒131 入澤 留美子6151 イリサワ ルミコ

2時間36分13秒132 正田 睦6102 ショウダ ムツミ

2時間38分06秒133 齋藤 千寿子6081 新久喜総合病院サイトウ チズコ

2時間38分14秒134 佐山 直子6114 サヤマ ナオコ

2時間38分27秒135 太田 泰子6082 オオタ ヤスコ

2時間38分30秒136 折原 美智子6006 武井組とゆかいな仲間たちオリハラ ミチコ

2時間38分50秒137 島田 涼子6013 くまちゃいシマダ リョウコ

2時間39分58秒138 秋澤 あゆみ6123 アキザワ アユミ

2時間40分19秒139 千田 愛子6141 チダ ヨシコ

2時間40分57秒140 佐藤 香織6158 サトウ カオリ

2時間41分05秒141 松井 千恵子6153 マツイ チエコ

2時間54分06秒142 北原 由美恵6111 キタハラ ユミエ
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