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6601 赤坂帆乃夏 東京都 ふんばりくらぶ 6661 小林優菜 川口市 星槎川口 6721 西田浩子 東京都

6602 秋谷香 東京都 人事くん 6662 駒津千歩 東京都 株式会社八州 6722 二平菜々子 東京都

6603 阿部麻里香 川口市 6663 小峰里菜 川口市 鶴見製紙 6723 庭野香穂 川口市 チームブー
6604 飯塚かおり 埼玉県 6664 小山麻理子 川口市 6724 庭野宏美 川口市 チームブー
6605 石井真由美 川口市 6665 斉藤信子 川口市 6725 橋本奈々 川口市

6606 石上彰子 埼玉県 6666 斎藤美奈子 埼玉県 先崎工務店 6726 引間由美子 川口市

6607 石川亜希子 川口市 6667 嵯峨爽子 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 6727 平畠萌子 東京都 サッポロビール

6608 石川美貴子 東京都 ゼロベースＲＣ 6668 堺美津世 川口市 6728 福田由紀子 川口市 ふじクリニック
6609 伊藤加代 川口市 6669 佐久間菜智 川口市 6729 藤倉由香里 川口市

6610 犬井理紗 神奈川県 6670 佐久間羽菜 川口市 6730 藤田彩 東京都 野村證券
6611 井福浩子 川口市 6671 櫻井香月 川口市 6731 藤田奈穂子 東京都

6612 岩崎美月 埼玉県 川口商工会議所 6672 佐々木茜 川口市 6732 星野淳子 東京都

6613 岩井友香 川口市 鶴見製紙 6673 佐々木郁子 川口市 6733 星野まさ美 川口市 豆しば倶楽部

6614 上村優貴 川口市 6674 佐々木香菜 埼玉県 川口商工会議所 6734 細川麻美子 川口市

6615 内田千夏 埼玉県 まぐろ軍団 6675 佐々木那夏 川口市 6735 保谷祥子 川口市

6616 梅本栄子 川口市 6676 佐藤直美 川口市 6736 本田トシ枝 川口市

6617 枝松陽子 埼玉県 6677 佐藤まさ子 川口市 6737 松田向日葵 川口市

6618 惠藤美穂 川口市 6678 澤畠千尋 埼玉県 新日本経営 6738 松本朱莉 川口市

6619 遠藤夕子 川口市 遠藤鋳物工場 6679 鹿間理乃 川口市 鶴見製紙 6739 松本久美子 川口市

6620 大内香緒里 川口市 6680 閑野朗子 埼玉県 6740 松本摩耶 埼玉県

6621 大川原千晶 川口市 6681 篠原茉莉花 川口市 6741 御子柴しのぶ 川口市

6622 大島茉凜 川口市 6682 芝富士子 川口市 6742 三井千佳子 川口市 チーム大瀧
6623 大城留依 川口市 （株）マルダイ 6683 嶋原礼子 川口市 6743 宮岡真理子 川口市

6624 大瀧由佳里 東京都 6684 白川昭子 川口市 6744 宮坂晏古 川口市 ネッツトヨタ東埼玉

6625 大竹久美子 川口市 6685 菅井圭子 埼玉県 チーム秋谷 6745 ムエト由花 川口市

6626 大野詩子 川口市 6686 杉山亜希 川口市 6746 向山由美 川口市

6627 大橋明美 川口市 6687 鈴木友恵 川口市 6747 村上優良 川口市

6628 大室淑子 川口市 6688 鈴木則子 東京都 チーム大瀧 6748 森楓華 千葉県

6629 岡本渚 埼玉県 6689 鈴木由佳 川口市 6749 柳館優美子 川口市

6630 澳塩弓佳 川口市 6690 高久真紀 川口市 6750 柳谷仁美 埼玉県

6631 小田嶋春苗 東京都 ふんばりくらぶ 6691 高野裕子 川口市 中台ランナーズ 6751 山口奈々子 川口市

6632 小野晴江 埼玉県 チーム仲町 6692 髙橋香菜恵 川口市 6752 山口未来 東京都 Ｒｅ：走ＲＵＮ
6633 小野南 川口市 川口信用金庫 6693 高橋若名 東京都 6753 楊慧莉 川口市

6634 小野井舞 川口市 6694 武谷洋子 川口市 6754 横山真智子 埼玉県

6635 郭明菜 川口市 6695 田坂里沙 川口市

6636 柏木貴子 川口市 先崎工務店 6696 田中多賀子 川口市

6637 梶原瞳美 埼玉県 ふんばりくらぶ 6697 田中由紀 川口市

6638 梶原美知世 埼玉県 ふんばりくらぶ 6698 田原美江 埼玉県 草加ジョグス
6639 勝山美香 川口市 6699 田村映 川口市

6640 加藤あんず 川口市 中台ランナーズ 6700 塚越智美 川口市

6641 加藤千紘 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 6701 塚本寧江 埼玉県 新日本経営
6642 金澤桃 川口市 鶴見製紙 6702 土江多香子 川口市

6643 金丸晶子 東京都 6703 堤史緒 東京都 ふんばりくらぶ
6644 河井美樹 川口市 6704 當銘蓮美 川口市 ふんばりくらぶ
6645 菊地希美 川口市 6705 徳永智未 川口市

6646 北岡美津子 川口市 6706 栃木真希 川口市

6647 北岡萌 川口市 6707 中井亜里紗 川口市

6648 北野綾子 埼玉県 カナガワＲＣ 6708 永井弥生 川口市

6649 北村香苗 川口市 6709 長岡矢恵 東京都

6650 木戸脇愛海 川口市 6710 仲田菜央 川口市

6651 木下香穂 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 6711 長田夕紀 川口市

6652 木村綾愛 埼玉県 6712 長友七瞳 埼玉県 ふんばりくらぶ
6653 木村ちえみ 川口市 6713 中野美穂 川口市 日本大学病院

6654 木村真由美 川口市 6714 中村心 東京都 ふんばりくらぶ
6655 木村由紀 千葉県 先崎工務店 6715 中村芳美 川口市 先崎工務店
6656 口町貴美子 川口市 西スポ太極拳 6716 中谷未歩 川口市 ネッツトヨタ東埼玉

6657 桑原美月 川口市 獨協医大看護 6717 中山夢菜 川口市

6658 郡山美智子 川口市 川口信用金庫 6718 中山里彩 埼玉県 ふんばりくらぶ
6659 小島綾 川口市 6719 夏目佑美 東京都 ＳＲＰ
6660 小林小夜 川口市 6720 西田紗希 東京都

第４０回川口マラソン大会
３ｋｍ　高校生～５９歳以下女子（１５４人）
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