
ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属

5001 青山千景 川口市 5061 篠原愛 川口市 5121 宮﨑佳代 東京都 走る女
5002 浅利由佳 川口市 5062 嶋田葉子 川口市 5122 村田久美子 川口市 山田連絡くれ！

5003 東紀子 兵庫県 ＣＡピカード 5063 島袋愛 川口市 5123 望月由規 川口市

5004 網野昌子 川口市 フリー 5064 清水峰子 東京都 なおちゃんず 5124 諸岡典子 川口市

5005 新井美智子 川口市 5065 志村千友紀 川口市 5125 八坂彩子 川口市 ＬＡＣ
5006 荒賀奈穂 川口市 5066 下田知子 埼玉県 ゼロファイブ 5126 山下寛子 川口市

5007 飯田有紀 川口市 5067 下久由紀 神奈川県 ＦОＲ 5127 山本綾子 東京都

5008 飯塚路子 川口市 5068 ジョン ギョンミ 川口市 5128 山本梢 川口市 ＡＩＭ
5009 五十嵐香織 埼玉県 5069 白戸美紀 千葉県 5129 横溝尚子 川口市

5010 池田麻衣子 東京都 司法書士ＲＳ 5070 白髭典子 川口市 5130 横山夏美 埼玉県

5011 池田満穂 川口市 5071 鈴木章江 川口市 5131 吉岡香 川口市

5012 伊澤典子 埼玉県 5072 鈴木美穂 埼玉県 5132 吉谷弘子 埼玉県 アリスト
5013 石橋友子 川口市 5073 高塩陽子 川口市 5133 吉成ひろ子 川口市 ＣＦ
5014 伊藤直美 川口市 5074 高野美幸 埼玉県 5134 脇律子 川口市 たたらんず
5015 井野さやか 川口市 5075 高橋恭子 川口市

5016 今井順子 東京都 5076 髙橋邦枝 川口市

5017 宇賀神理絵 川口市 5077 髙橋智子 埼玉県

5018 宇田川志津 川口市 5078 田杭典子 川口市

5019 梅津純子 川口市 5079 田尻佐衣 川口市

5020 大窪史乃 東京都 5080 立川瞳 川口市 ユニ・チャーム

5021 大熊喜美 川口市 5081 巽恵愛 川口市 辻小親
5022 大澤さつき 川口市 5082 田中知子 川口市

5023 大島愛子 千葉県 5083 田辺朝子 埼玉県

5024 大塚江梨子 川口市 5084 谷沢奈美江 川口市

5025 岡村ゆり子 川口市 5085 玉川香織 川口市

5026 岡本佐知子 川口市 5086 津田美帆 川口市 オアシス川口
5027 沖元玲子 川口市 5087 徳丸彩 川口市

5028 小熊翔子 神奈川県 織田ウーマン 5088 中川晴美 埼玉県 太陽
5029 郭淳子 川口市 5089 中村祥恵 東京都

5030 勝千春 川口市 5090 仲矢千臣 川口市 株式会社チヨダ

5031 勝島奈美 川口市 5091 中山しのぶ 川口市

5032 加藤八重 東京都 加藤家 5092 楢崎裕美 川口市

5033 金井庸子 川口市 5093 新津昭子 埼玉県

5034 金子智子 川口市 アリスト 5094 貫井麻智子 埼玉県

5035 鹿野尚子 川口市 5095 野口洋子 神奈川県 司法書士ＲＳ
5036 上内奈緒子 川口市 5096 橋本恵美子 川口市

5037 上敷領里美 埼玉県 太陽 5097 馬場久美子 東京都

5038 唐川あいみ 川口市 ＥＶＯ．ＴＣ 5098 浜田愛美 川口市

5039 河添一絵 東京都 5099 浜中敬子 千葉県

5040 河原三保 川口市 5100 林友里恵 川口市

5041 岸本由紀 川口市 5101 原田真穂 川口市

5042 北島幸江 東京都 5102 番場久美 東京都

5043 木戸倫代 川口市 5103 平泉真理 東京都

5044 金敏瑛 川口市 5104 平川美保 川口市

5045 清宮里美 埼玉県 5105 深澤加奈美 川口市

5046 黒川暁子 埼玉県 Ｒｅ：走ＲＵＮ 5106 深山ゆかり 川口市

5047 高野知美 東京都 5107 福沢佳子 川口市 はと保　ＲＣ
5048 小坂桃子 東京都 ニッセイコム 5108 福嶋菜穂 川口市

5049 小杉翠 川口市 5109 福嶋由実 川口市

5050 小松奈央 川口市 5110 藤本奈津子 川口市

5051 小宮山和佳子 川口市 5111 古田雅美 川口市

5052 齋藤利恵 川口市 ジェクサー 5112 本田珠生 川口市

5053 酒井百里 東京都 5113 前田利佳 川口市

5054 榊原美知子 川口市 5114 前原瑞恵 東京都

5055 佐川奈弥 川口市 5115 増田恵子 東京都

5056 佐々木裕子 川口市 5116 眞瀬早苗 埼玉県 ＳＲＰ
5057 佐々木里恵 川口市 バードハウス 5117 松﨑文世 川口市

5058 佐藤恵子 川口市 5118 三浦智子 東京都

5059 澤田里香 東京都 5119 三井由紀子 埼玉県

5060 執行彩 埼玉県 5120 峰島理英 川口市

第４０回川口マラソン大会
１０ｋｍ　４０歳代女子（１３４人）

1 


