
- 第3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

 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38分48秒1 中村 絵理7032 ザバス和光ナカムラ エリ

1時間43分48秒2 石井 雅子7074 イシイ マサコ

1時間44分27秒3 神田 幸江7029 カンダ サチエ

1時間46分04秒4 藤森 保代7001 無しフジモリ ヤスヨ

1時間46分17秒5 伊藤 聖子7044 草加走ろう会イトウ ショウコ

1時間46分35秒6 阪口 由紀7066 サカグチ ユキ

1時間47分04秒7 丸子 薫7012 バリーズマルコ カオル

1時間48分34秒8 藤井 恵美子7064 ラフラフＲＣフジイ エミコ

1時間49分05秒9 竹原 育子7027 白岡ＲＣタケハラ イクコ

1時間53分57秒10 岩崎 敦子7079 イワサキ アツコ

1時間54分45秒11 竹内 雅子7043 アトミクラブタケウチ マサコ

1時間54分48秒12 小倉 さゆり7039 オグラ サユリ

1時間56分34秒13 玉田 由紀子7033 タマダ ユキコ

1時間57分19秒14 高橋 道代7050 タカハシ ミチヨ

1時間57分20秒15 吉森 弥生7007 ヨシモリ ヤヨイ

2時間00分39秒16 中島 隆子7017 ナカジマ タカコ

2時間00分53秒17 ギバード サンディ7040 市民ランナー聖地化プロジ・ギバード サンディ

2時間01分37秒18 松川 正子7025 マツカワ マサコ

2時間02分27秒19 星野 綾子7084 ホシノ アヤコ

2時間04分04秒20 白井 真弓7016 シライ マユミ

2時間04分08秒21 中野 三和7103

2時間04分09秒22 成宮 春美7087 ナリミヤ ハルミ

2時間04分24秒23 大嶋 澄子7013 ピングーオオシマ スミコ

2時間04分53秒24 浦 美智子7081 ウラ ミチコ

2時間04分55秒25 山本 美也子7006 ティップネス久喜ヤマモト ミヤコ

2時間05分04秒26 山田 晴美7056 ヤマダ ハルミ

2時間05分46秒27 竹沢 由紀子7041 タケザワ ユキコ

2時間05分54秒28 石川 宏子7065 イシカワ ヒロコ

2時間06分19秒29 大室 豊子7035 オオムロ トヨコ

2時間07分16秒30 秋本 美佐子7090 アキモト ミサコ

2時間07分29秒31 天内 優子7038 アマナイ ユウコ

2時間08分28秒32 水野 智子7009 チームマグナムミズノ トモコ

2時間08分56秒33 栗原 ひとみ7022 クリハラ ヒトミ

2時間09分19秒34 沼田 久美子7028 槻の森ＪＣヌマタ クミコ

2時間10分23秒35 久保田 かおる7014 コバトンクボタ カオル

2時間10分32秒36 田中 友子7024 タナカ トモコ

2時間10分49秒37 中山 京子7047 ナカヤマ キョウコ

2時間11分28秒38 山本 恭子7021 ヤマモト キョウコ

2時間12分12秒39 脇村 泰枝7057 ３年Ｃ組ワキムラ ヤスエ

2時間12分16秒40 船橋 かほり7062 フナバシ カホリ

2時間13分02秒41 長谷川 浩美7019 ハセガワ ヒロミ

2時間14分01秒42 今村　紀代美7101 イマムラ キヨミ

2時間14分33秒43 川邊 雅子7077 カワベ マサコ

2時間15分12秒44 細野　美香7102 ホソノ ミカ

2時間16分43秒45 伊藤 あけみ7078 筑波走明会イトウ アケミ

2時間16分54秒46 松尾 美香7059 マツオ ミカ

2時間17分51秒47 野本 史子7049 ノモト フミコ

2時間17分52秒48 中山 淳子7070 ナカヤマ アツコ
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2時間17分58秒49 生田目 優子7031 ナマタメ ユウコ

2時間18分03秒50 高橋 和代7063 ＳＫＹＳＫＹタカハシ カズヨ

2時間18分20秒51 森　美樹7100 モリ ミキ

2時間18分33秒52 橋本 和子7042 ハシモト カズコ

2時間19分08秒53 木村 由美子7048 ＧＲＯＷＩＮＧＡＣキムラ ユミコ

2時間19分24秒54 栗原 明美7073 クリハラ アケミ

2時間20分03秒55 松橋 きみ子7068 マツハシ キミコ

2時間20分58秒56 奈良 千鶴7058 ナラ チヅ

2時間22分08秒57 新井 ひとみ7020 アライ ヒトミ

2時間23分10秒58 梅津 寛美7053 ウメツ ヒロミ

2時間23分21秒59 坪井 美由紀7003 ショッパーツボイ ミユキ

2時間23分35秒60 土屋 久美子7088 ツチヤ クミコ

2時間23分43秒61 加藤 美登利7096 カトウ ミドリ

2時間23分54秒62 大谷 倫子7095 オオタニ リンコ

2時間24分34秒63 森山 桂子7069 あてにゃ陸上部モリヤマ ケイコ

2時間26分32秒64 堺谷 和子7004 日本信号株式会社サカイダニ カズコ

2時間27分08秒65 上野 千津子7051 ウエノ チヅコ

2時間27分52秒66 山中 信子7046 ヤマナカ ノブコ

2時間28分42秒67 荻山 明美7092 オギヤマ アケミ

2時間29分42秒68 小谷野 祐見子7045 コヤノ ユミコ

2時間30分06秒69 佐野 悦子7089 サノ エツコ

2時間30分15秒70 井手 みほ子7037 イデ ミホコ

2時間30分17秒71 吉田 聖子7067 ヨシダ セイコ

2時間31分31秒72 鈴木　久仁子7098 スズキ クニコ

2時間32分44秒73 橋本 律子7075 アキランメイハシモト リツコ

2時間34分03秒74 高橋 佳子7071 タカハシ ヨシコ

2時間35分55秒75 栗林 美枝子7091 クリバヤシ ミエコ

2時間35分58秒76 大坪 祐子7094 オオツボ ユウコ

2時間37分15秒77 大枝 美春7055 新北斗オオエダ ミハル

2時間37分32秒78 籠宮 幸恵7052 新久喜総合病院コミヤ サチエ

2時間38分13秒79 足利 英恵7076 アシカガ ハナエ

2時間38分25秒80 細田 直枝7093 ホソダ ナオエ

2時間39分26秒81 池上　陽子7097

2時間40分37秒82 郡司 美由紀7072 グンジ ミユキ

2時間42分30秒83 北尾 智子7060 キタオ トモコ
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