
2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村1 5746 朴　日和 ﾎｳ ﾋﾖﾘ 帯広農業高校 00:18:19帯広市2 5535 能登　晴子 ﾉﾄ ﾊﾙｺ 帯広農業高校 00:18:56帯広市3 5682 小袖　菜津実 ｺｿﾃﾞ ﾅﾂﾐ 00:19:29釧路市4 5734 岡島　梨瑚 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｺ 00:21:16帯広市5 5738 小野寺　千子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｺ 00:22:17帯広市6 5648 片寄　かおり ｶﾀﾖｾ ｶｵﾘ （有）中村燃料 00:22:43帯広市7 5705 渡邊　麻実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ 00:22:44旭川市8 5658 松見　淳子 ﾏﾂﾐ ｼﾞｭﾝｺ 00:22:46黒松内町9 5683 高橋　美樹子 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｺ 00:22:50士幌町10 5642 宮村　有貴 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷ 00:22:56幕別町11 5599 新田　佳奈 ﾆｯﾀ ｶﾅ キャラサラ 00:22:57旭川市12 5669 千葉　萌未 ﾁﾊﾞ ﾓｴﾐ 00:23:00帯広市13 5607 増田　ケイ子 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺ 00:23:00旭川市14 5513 島田　佳代子 ｼﾏﾀﾞ ｶﾖｺ 00:23:18帯広市15 5696 山口　みなよ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾖ 00:23:20帯広市16 5502 大地　惠子 ｵｵﾁ ｹｲｺ 更別ＲＣ 00:23:35更別村17 5615 米谷　彩 ﾖﾈﾔ ﾋｶﾘ 帯広柏葉高校 00:23:37帯広市18 5731 小岩　美里 ｺｲﾜ ﾐｻﾄ 00:23:46帯広市19 5756 河端　あゆみ ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ 00:24:12帯広市20 5601 高木　杜萌 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｴ 00:24:23釧路市21 5720 松野　莉奈 ﾏﾂﾉ ﾏﾘﾅ 00:24:25帯広市22 5695 野原　映子 ﾉﾊﾗ ｱｷｺ 00:24:32広尾町23 5570 佐藤　利奈 ｻﾄｳ ﾘﾅ 00:24:37幕別町24 5554 �沢　由美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾐ 00:24:37釧路市25 5700 今　千香 ｺﾝ ﾁｶ 00:24:47札幌市26 5557 畑端　尚代 ﾊﾀﾊﾞﾀ ﾀｶﾖ 住友生命 00:24:50帯広市27 5713 森田　真由美 ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ 00:25:03幕別町28 5503 髙橋　美津子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ 00:25:09帯広市29 5729 小出　りか ｺｲﾃﾞ ﾘｶ 00:25:16帯広市30 5760 酢谷　純子 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 00:25:18神奈川県31 5559 若林　みや子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾔｺ 00:25:22幕別町32 5588 佐野　紀美子 ｻﾉ ｷﾐｺ たんぽぽ走友会 00:25:25上士幌町33 5644 浅井　亜里沙 ｱｻｲ ｱﾘｻ 00:25:28岩内町34 5701 加藤　朋子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 00:25:29旭川市35 5528 木幡　弥乃莉 ｺﾊﾀ ﾐﾉﾘ 00:25:29釧路町36 5507 中村　帝子 ﾅｶﾑﾗ ﾃｲｺ 00:25:38根室市37 5708 黒沢　佐織 ｸﾛｻﾜ ｻｵﾘ 00:25:43北広島市38 5548 佐々木　圭子 ｻｻｷ ｹｲｺ 00:25:49帯広市39 5726 菅原　亜希 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷ 00:25:50帯広市40 5727 吉田　木香 ﾖｼﾀﾞ ｺﾉｶ 00:25:50帯広市41 5643 二橋　綾子 ﾆﾊｼ ｱﾔｺ 丸二物産ＲＣ 00:25:52上砂川町42 5520 一兜　理紗 ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ﾘｻ 00:25:59帯広市43 5629 富山　美加子 ﾄﾐﾔﾏ ﾐｶｺ もみじ台 00:26:02北広島市44 5747 宿田　恵子 ｼｭｸﾀﾞ ｹｲｺ 00:26:06更別村45 5558 守田　舞 ﾓﾘﾀ ﾏｲ 道勝運輸 00:26:08帯広市46 5651 工藤　小夜子 ｸﾄﾞｳ ｻﾖｺ 帯広畜産大学 00:26:10青森県47 5690 桑原　美瑠 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾙ 教育大釧路校 00:26:10釧路市48 5754 佐藤　奈織 ｻﾄｳ ﾅｵ 00:26:23帯広市49 5531 長谷川　美幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ 00:26:23帯広市50 5610 川添　美智恵 ｶﾜｿﾞｴ ﾐﾁｴ 00:26:26月形町print :2019/10/28 10:24:16 75/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村51 5509 後藤　るり ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ 00:26:44帯広市52 5759 松崎　ゆかり ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｶﾘ 00:26:52札幌市53 5637 平野　千絵 ﾋﾗﾉ ﾁｴ 00:26:52帯広市54 5578 杉野　みちか ｽｷﾞﾉ ﾐﾁｶ 00:26:53帯広市55 5714 前川　真弓 ﾏｴｶﾜ ﾏﾕﾐ 00:27:00帯広市56 5633 高橋　貴子 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｺ 春雪さぶーる 00:27:05札幌市57 5649 城山　智美 ｼﾛﾔﾏ ﾄﾓﾐ 00:27:06北広島市58 5523 塚越　智恵子 ﾂｶｺﾞｼ ﾁｴｺ 00:27:08士幌町59 5647 阿部　秀子 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｺ 根室振興局 00:27:09根室市60 5624 小池　亜沙紀 ｺｲｹ ｱｻｷ 00:27:27帯広市61 5673 大家　瑞穂 ｵｵﾔ ﾐｽﾞﾎ 00:27:29中標津町62 5544 大槻　みどり ＮＮＡＣ 00:27:36帯広市63 5614 猪俣　満江 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾂｴ ビストロリー 00:27:38千歳市64 5679 布川　久実 ﾇﾉｶﾜ ｸﾐ 00:27:39帯広市65 5689 佐々木　裕子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 00:27:43札幌市66 5687 竹本　有希 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 00:27:44帯広市67 5632 亀卦川　智香子 ｷｹｶﾞﾜ ﾁｶｺ 00:27:46旭川市68 5631 小松　悦子 ｺﾏﾂ ｴﾂｺ 公害防止センタ 00:27:47帯広市69 5721 宮嶋　愛理 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 00:27:53南富良野70 5562 山崎　美紀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷ 00:27:54帯広市71 5541 谷内　美由紀 ﾀﾆｳﾁ ﾐﾕｷ 00:27:55音更町72 5612 安部　知美 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾐ 札幌走ろう会 00:28:00札幌市73 5739 石村　茉矢 ｲｼﾑﾗ ﾏﾔ 00:28:01士幌町74 5735 茶木　成美 ﾁｬｷ ﾅﾙﾐ 00:28:02広尾町75 5736 吉田　有希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ 00:28:02江別市76 5730 大場　空 ｵｵﾊﾞ ｿﾗ 00:28:02帯広市77 5590 大野　佳子 ｵｵﾉ ｹｲｺ 帯広市 00:28:13帯広市78 5745 植原　さやか ｳｴﾊﾗ ｻﾔｶ 00:28:14幕別町79 5725 谷野　朱莉 ﾀﾆﾉ ｼﾞｭﾘ 00:28:15帯広市80 5569 西内　香 ﾆｼｳﾁ ｶｵﾘ 00:28:20帯広市81 5728 三戸　優衣 ｻﾝﾉﾍ ﾕｲ 00:28:22音更町82 5743 坂田　香里 ｻｶﾀ ｶｵﾘ 00:28:30帯広市83 5688 若松　礼恵 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷｴ 00:28:31札幌市84 5566 三島　千寿 ﾐｼﾏ ﾁｽﾞ 00:28:36釧路市85 5594 岡本　薫 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾙ 元気一番堂 00:28:46埼玉県86 5514 髙橋　環 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 00:28:48標茶町87 5577 佐藤　文 ｻﾄｳ ｱﾔ 00:28:49音更町88 5510 小林　浩子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 00:28:51帯広市89 5741 明瀬　雅子 ｱｷｾ ﾏｻｺ 00:28:53浦河町90 5547 中川　真理子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 00:28:54帯広市91 5638 石川　美穂 ｲｼｶﾜ ﾐﾎ 00:28:57芽室町92 5732 大谷　鈴香 ｵｵﾀﾆ ﾘﾝｶ 00:28:57帯広市93 5677 及川　夢帆 ｵｲｶﾜ ﾕﾒﾎ 00:28:58安平町94 5604 石崎　あかね ｲｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 北日本産商 00:29:03札幌市95 5663 八幡　徳美子 ﾔﾊﾀ ｴﾐｺ 00:29:04音更町96 5519 山川　真寿美 ﾔﾏｶﾜ ﾏｽﾐ 00:29:14音更町97 5556 森　江梨子 00:29:15帯広市98 5639 大澤　恵子 ｵｵｻﾜ ｹｲｺ 00:29:17帯広市99 5709 大西　昌美 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾐ 明治安田生命 00:29:17帯広市100 5657 澤橋　菜月 ｻﾜﾊｼ ﾅﾂｷ 00:29:21札幌市print :2019/10/28 10:24:16 76/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村101 5564 川部　帆乃香 ｶﾜﾍﾞ ﾎﾉｶ チームナベ勝つ 00:29:21音更町102 5565 竹葉　志野 ﾀｹﾊﾞ ｼﾉ チームナベ勝つ 00:29:22音更町103 5751 酒井　泉妃 ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ 00:29:22帯広市104 5672 加藤　慧 ｶﾄｳ ｹｲ 00:29:22釧路市105 5635 石原　典子 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘｺ 00:29:24日高町106 5722 中川　あゆみ ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 00:29:36帯広市107 5694 坂東　由佳 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｶ 明治安田生命 00:29:45音更町108 5703 大場　知緒 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓｵ 00:29:45帯広市109 5748 平山　郁袈 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 00:29:46帯広市110 5532 橘　佳子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼｺ 00:29:48帯広市111 5697 新田　雅枝 ﾆｯﾀ ﾏｻｴ 00:29:48千葉県112 5670 相馬　宣子 ｿｳﾏ ﾉﾘｺ 00:29:49釧路市113 5664 今村　尚恵 ｲﾏﾑﾗ ﾋｻｴ 00:29:51帯広市114 5699 松久保　朋子 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾄﾓｺ 00:29:56東京都115 5581 長谷川 歩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 00:29:56小樽市116 5617 寺山　典子 ﾃﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ ＮＮＡＣ 00:30:01音更町117 5542 河崎　真以子 ｶﾜｻｷ ﾏｲｺ 00:30:06帯広市118 5561 荒木　永子 00:30:07帯広市119 5692 村上　千恵美 ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ 00:30:09帯広市120 5671 齋藤　美佐恵 ｻｲﾄｳ ﾐｻｴ おとめちっく 00:30:10札幌市121 5665 氏家　佳恵 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼｴ 00:30:10札幌市122 5758 大呑　瑠莉花 ｵｵﾉﾐ ﾙﾘｶ 00:30:10帯広市123 5675 中村　瑞穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 00:30:10札幌市124 5666 菊池　幸恵 ｷｸﾁ ﾕｷｴ 住友生命 00:30:12釧路市125 5545 吉川　みえ ﾖｼｶﾜ ﾐｴ 00:30:13音更町126 5711 塚田　なつき ﾂｶﾀﾞ ﾅﾂｷ 00:30:22帯広市127 5662 伊藤　里佐子 ｲﾄｳ ﾘｻｺ 00:30:31中標津町128 5715 笹島　亜希子 ｻｻｼﾞﾏ ｱｷｺ 00:30:34幕別町129 5524 二川　日菜 ﾌﾀｶﾜ ﾋﾅ 00:30:38音更町130 5504 土田　美雪 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 00:30:40芽室町131 5742 田中　葉月 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾞｷ 00:30:41札幌市132 5655 篠原　舞子 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 00:30:44幕別町133 5540 池田　楓花 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 00:30:44幕別町134 5626 現田　美穂 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐﾎ 00:30:45小平町135 5505 岡島　貴子 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｶｺ 00:30:53芽室町136 5634 加藤　まり ｶﾄｳ ﾏﾘ 00:30:59音更町137 5546 長瀬　春子 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｺ 00:31:01帯広市138 5589 金谷　蓮美 ｶﾅﾔ ﾊｽﾐ 白樺学園高校 00:31:02帯広市139 5621 田中　幸子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ ランフォックス 00:31:09北見市140 5704 石本　由美 ｲｼﾓﾄ ﾕﾐ 00:31:22浦河町141 5744 日笠　まり絵 ﾋｶｻ ﾏﾘｴ 00:31:23帯広市142 5563 平　美智子 ﾀｲﾗ ﾐﾁｺ 00:31:27音更町143 5568 菅野　琴乃 ｶﾝﾉ ｺﾄﾉ 00:31:42帯広市144 5716 武田　陽奈子 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅｺ 00:31:45札幌市145 5533 小島　亜紀子 ｺｼﾞﾏ ｱｷｺ 00:31:45根室市146 5755 高橋　晴美 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾐ 00:32:01音更町147 5552 小松田　光代 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾖ 00:32:05幕別町148 5551 池田　滋子 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞｺ 00:32:05幕別町149 5609 大橋　幸恵 ｵｵﾊｼ ｻﾁｴ 00:32:07旭川市150 5567 岩渕　奈緒美 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅｵﾐ 00:32:12帯広市print :2019/10/28 10:24:16 77/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村151 5718 浅山　りん ｱｻﾔﾏ ﾘﾝ 00:32:16帯広市152 5723 竹重　暁希 ﾀｹｼｹﾞ ｱｶﾈ 00:32:17帯広市153 5549 米田　絵里子 ﾖﾈﾀﾞ ｴﾘｺ 00:32:19帯広市154 5702 上西　淑子 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾖｼｺ 00:32:22苫小牧市155 5555 秋山　ひかる ｱｷﾔﾏ ﾋｶﾙ 00:32:23池田町156 5603 山本　紀代美 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ 札幌市 00:32:25札幌市157 5560 松田　はつ枝 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾂｴ 帯広楽走会 00:32:27帯広市158 5522 梅沢　めぐみ ｳﾒｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 00:32:31名寄市159 5707 土田　美佳 ﾉﾄ ﾐｶ 00:32:36帯広市160 5706 大西　千春 ｵｵﾆｼ ﾁﾊﾙ 00:32:36帯広市161 5740 秋田　幸子 ｱｷﾀ ｻﾁｺ 第一生命保険 00:32:39帯広市162 5501 青砥　英子 ｱｵﾄ ﾋﾃﾞｺ 00:32:40音更町163 5733 大野　珠菜 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾅ 00:32:40音更町164 5753 星田　彩 ﾎｼﾀﾞ ｱﾔ 00:32:44帯広市165 5752 岩渕　美鈴 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐｽｽﾞ 00:32:44芽室町166 5530 松尾　美幸 ﾏﾂｵ ﾐﾕｷ 00:33:10帯広市167 5602 森本　千秋 ﾓﾘﾓﾄ ﾁｱｷ 00:33:10岩見沢市168 5660 石田　真澄 ｲｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 00:33:14帯広市169 5757 下込　美菜津 ｼﾓｺﾞﾒ ﾐﾅﾂ 00:33:15北見市170 5622 貝谷　愛実 ｶｲﾔ ﾏﾅﾐ 00:33:17旭川市171 5527 中濱　慶子 ﾅｶﾊﾏ ｹｲｺ 00:33:27音更町172 5630 細川　順子 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ もみじ台 00:33:30札幌市173 5724 佐々木　可奈絵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 00:33:34帯広市174 5680 佐々木　智世 ｻｻｷ ﾄﾓﾖ 00:33:41中札内村175 5698 宮前　友江 ﾐﾔﾏｴ ﾄﾓｴ 00:33:43幕別町176 5750 菅原　愛 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 道勝運輸 00:33:45帯広市177 5517 鳥海　麻彩 ﾄﾘｳﾐ ﾏｱﾔ 00:33:46帯広市178 5712 鈴木　綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 00:33:48札幌市179 5605 石井　友子 ｲｼｲ ﾄﾓｺ 00:33:48札幌市180 5529 坂出　由紀子 ｻｶｲﾃﾞ ﾕｷｺ ＴＥＡＭ－Ｍ 00:33:54釧路市181 5640 上東　志歩 ｼﾞｮｳﾄｳ ｼﾎ 00:34:04帯広市182 5691 高橋　真千代 ﾀｶﾊｼ ﾏﾁﾖ 00:34:04帯広市183 5573 野々村　恵美子 ﾉﾉﾑﾗ ｴﾐｺ 00:34:06帯広市184 5572 大道　千アキ ｵｵﾐﾁ ﾁｱｷ 00:34:06帯広市185 5625 安藤　かな子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 00:34:07釧路市186 5737 南部　美智子 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾁｺ 00:34:12本別町187 5585 吉田　しおり ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 00:34:14上士幌町188 5587 中原　奈緒美 ﾅｶﾊﾗ ﾅｵﾐ 00:34:14帯広市189 5586 菅原　悦子 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾂｺ 00:34:14帯広市190 5521 中川　優子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｺ 00:34:18釧路市191 5516 木村　綾乃 ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ 00:34:25帯広市192 5613 山口　美由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 帯広協会病院 00:34:29幕別町193 5596 乾　節子 ｲﾇｲ ｾﾂｺ 00:34:30帯広市194 5636 駒井　由美 ｺﾏｲ ﾕﾐ 00:34:31浦河町195 5608 五味　知佳 ｺﾞﾐ ﾁｶ ブルゴーニュ 00:34:51札幌市196 5654 松田　みずき ﾏﾂﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 00:34:52音更町197 5553 今　夢花 ｺﾝ ﾕﾒｶ 00:34:55新得町198 5627 石垣　加奈子 ｲｼｶﾞｷ ｶﾅｺ 00:35:21音更町199 5508 柴田　靖子 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽｺ 00:35:31札幌市200 5536 菊池　麻衣子 ｷｸﾁ ﾏｲｺ 00:35:39帯広市print :2019/10/28 10:24:16 78/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村201 5537 細川　ゆかり ﾎｿｶﾜ ﾕｶﾘ 00:35:39池田町202 5591 平岡　さやか　 ﾋﾗｵｶ ｻﾔｶ 00:35:42帯広市203 5650 村上　育以 ﾑﾗｶﾐ ｲｸｴ 00:35:44音更町204 5606 大釜　雅恵 ｵｵｶﾏ ﾏｻｴ 小田島商事 00:35:47帯広市205 5685 中井　ちひろ ﾅｶｲ ﾁﾋﾛ 00:35:54幕別町206 5678 西川　弘美 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 00:36:02苫小牧市207 5659 宮崎　めぐみ ﾐﾔｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 明治安田生命 00:36:23帯広市208 5693 林　次葉 ﾊﾔｼ ﾂｷﾞﾖ 明治安田生命 00:36:23帯広市209 5600 石井　たまみ ｲｼｲ ﾀﾏﾐ チームはるりく 00:36:40札幌市210 5717 石原　万梨子 ｲｼﾊﾗ ﾏﾘｺ 00:36:52釧路市211 5623 内田　佳織 ｳﾁﾀﾞ ｶｵﾘ 00:36:53滝川市212 5676 平山　千晴 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾊﾙ 00:37:13釧路市213 5710 高倉　暢子 ﾀｶｸﾗ ﾉﾌﾞｺ 00:37:19帯広市214 5668 佐久間　みのり ｻｸﾏ ﾐﾉﾘ 00:37:22札幌市215 5543 若園　芳恵 ﾜｶｿﾞﾉ ﾖｼｴ 住友生命保険 00:37:22帯広市216 5592 小松　容子 ｺﾏﾂﾖｳｺ 00:37:37札幌市217 5571 四栗　由美香 ﾖﾂｸﾞﾘ ﾕﾐｶ 00:37:42帯広市218 5525 笠原　香織 ｶｻﾊﾗ ｶｵﾘ 00:38:03帯広市219 5539 林　眞純 ﾊﾔｼ ﾏｽﾐ 00:38:50帯広市220 5550 昏本　玉江 ｸﾚﾓﾄ ﾀﾏｴ 住友生命 00:38:59音更町221 5575 平佐　綾夏 ﾋﾗｻ ｱﾔｶ 00:39:11札幌市222 5583 岩瀬　あすみ ｲﾜｾ ｱｽﾐ 00:39:11東京都223 5518 廣田　知奈津 ﾋﾛﾀ ﾁﾅﾂ 00:39:13音更町224 5526 平間　唯花 ﾋﾗﾏ ﾕｲｶ 00:39:22池田町225 5584 木村　洋美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 00:39:28帯広市226 5576 我妻　恵子 ﾜｶﾞﾂﾏｹｲｺ 00:40:09帯広市227 5674 飯野　陽子 ｲｲﾉ ﾖｳｺ 常口アトム 00:40:18音更町228 5534 大村　雅子 00:40:31帯広市229 5684 三浦　唯 ﾐｳﾗ ﾕｲ ＴＥＡＭ　Ｍ 00:40:41釧路市230 5619 松田　弥生 ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾖｲ 00:42:14埼玉県231 5628 高島　美紀 ﾀｶｼﾏ ﾐｷ 翔民劇団ななえ 00:43:41七飯町232 5511 塚田　早苗 ﾂｶﾀﾞ ｻﾅｴ 00:46:35帯広市233 5512 佐藤　久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 00:46:35帯広市
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