
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2.5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村1 7277 宿野部　優花 ｼｭｸﾉﾍﾞ ﾕｳｶ 00:12:40釧路市2 7315 能瀬　まどか ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ 帯広三条高校 00:12:44幕別町3 7236 工藤　詩織 ｸﾄﾞｳ ｼｵﾘ 星槎国際帯広 00:13:06帯広市4 7316 能瀬　幸子 ﾉｾ ｻﾁｺ 00:13:29幕別町5 7270 鹿野　英里子 ｼｶﾉ ｴﾘｺ Ｒ＆Ｓ 00:13:50札幌市6 7240 廣山　史保理 ﾋﾛﾔﾏ ｼｵﾘ 道勝運輸 00:14:14帯広市7 7206 中村　早苗 ﾅｶﾑﾗ ｻﾅｴ 00:14:27帯広市8 7207 佐藤　由香 ｻﾄｳ ﾕｶ 00:14:42帯広市9 7290 オダギリ　ヨシエ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾖｼｴ 00:14:45帯広市10 7264 田村　倫子 ﾀﾑﾗ ﾐﾁｺ 00:14:54清水町11 7309 井上　綾乃 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾉ 帯広畜産大学 00:14:58帯広市12 7250 後藤　綾香 ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ 00:15:08音更町13 7268 太田　奈美 ｵｵﾀ ﾅﾐ 00:15:13帯広市14 7208 田中　由香子 ﾀﾅｶ ﾕｶｺ 00:15:17音更町15 7263 野村　一恵 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｴ 00:15:23旭川市16 7242 川野　育美 ｶﾜﾉ ｲｸﾐ 道勝運輸 00:15:24帯広市17 7274 木村　睦子 ｷﾑﾗ ﾑﾂｺ 木村ファミリー 00:15:37岩見沢市18 7310 近江　実結 ｵｳﾐ ﾐﾕ 00:15:38帯広市19 7235 吉田　直子 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｺ 大正野球少年団 00:15:51帯広市20 7294 石井　奈緒美 ｲｼｲ ﾅｵﾐ 00:16:07千歳市21 7231 内海　春瑠花 ｳﾁｳﾐ ﾊﾙｶ 00:16:14音更町22 7273 山本　文可 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｶ 00:16:24帯広市23 7227 菅　容子 ｽｶﾞ ﾋﾛｺ 00:16:25幕別町24 7251 竹中　和歌子 ﾀｹﾅｶ ﾜｶｺ 00:16:28帯広市25 7271 國枝　弥生 ｸﾆｴﾀﾞ ﾔﾖｲ 00:16:47帯広市26 7272 松永　弘子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 00:16:54札幌市27 7255 杉崎　史子 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾌﾐｺ 00:16:55帯広市28 7244 菅家　真由 ｶﾝｹ ﾏﾕ 00:17:02新得町29 7258 大下 唯乃 ｵｵｼﾀ ﾕﾉ 00:17:02芽室町30 7295 山下　真紀子 ﾔﾏｼﾀ ﾏｷｺ 00:17:27帯広市31 7317 藤田　薫 ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾙ 00:17:28帯広市32 7256 豊田　千恵 ﾄﾖﾀ ﾁｴ 00:17:28帯広市33 7306 長屋　知紗 ﾅｶﾞﾔ ﾁｻ 00:17:30帯広市34 7303 山下　由依 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 00:17:31帯広市35 7205 伊藤　曜子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 00:17:34大樹町36 7249 竹内　亜希 ﾀｹｳﾁ ｱｷ 00:17:36芽室町37 7300 逢坂　舞紀 ｵｵｻｶ ﾏｷ 00:17:37帯広市38 7243 西山　千春 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ 00:17:49音更町39 7213 佐藤　育子 ｻﾄｳ ｲｸｺ 00:17:51士幌町40 7246 折笠　美枝 ｵﾘｶｻ ﾐｴ 00:17:53帯広市41 7288 河原　明恵 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｴ 00:17:56帯広市42 7228 吉田　知恵 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴ 00:18:08帯広市43 7238 大山　亜弥 ｵｵﾔﾏ ｱﾔ 00:18:16帯広市44 7311 荒　浩美 ｱﾗ ﾋﾛﾐ 00:18:19帯広市45 7253 鴫原　ゆかり ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｶﾘ 00:18:20帯広市46 7299 廣瀬　恵子 ﾋﾛｾ ｹｲｺ 00:18:24帯広市47 7279 田井　裕貴子 ﾀｲ ﾕｷｺ 00:18:29中富良野48 7318 渡邊　明美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒﾐｺ 00:18:33帯広市49 7296 北澤　恵美 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐ 00:18:36帯広市50 7280 阿部　悠加 ｱﾍﾞ ﾕｶ 00:18:47札幌市print :2019/10/28 10:24:17 87/111 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2.5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村51 7293 工藤　陽子 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｺ 若葉ミニバス 00:18:49帯広市52 7298 黒沢　千恵 ｸﾛｻﾜ ﾁｴ 若葉ミニバス 00:19:10帯広市53 7304 吉田　由香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 00:19:11帯広市54 7291 野坂　奈美子 ﾉｻﾞｶ ﾅﾐｺ 00:19:16幕別町55 7237 阿彦　美音 ｱﾋﾞｺ ﾐｵ 星槎国際帯広 00:19:25帯広市56 7297 岩本　明子 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｺ 00:19:26帯広市57 7301 鎌田　麻子 ｶﾏﾀﾞ ﾏｺ 00:19:32帯広市58 7302 光井　真利子 ﾐﾂｲ ﾏﾘｺ 00:19:32帯広市59 7321 大西　琴絵 ｵｵﾆｼ ｺﾄｴ 00:19:33札幌市60 7234 折笠　里穂 ｵﾘｶｻ ﾘﾎ 00:19:39帯広市61 7230 宗宮　里菜 ｿｳﾐﾔ ﾘﾅ 00:19:40更別村62 7319 吉澤　尚美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾐ 00:19:40帯広市63 7320 黒田　栞 ｸﾛﾀﾞ ｼｵﾘ 00:19:41帯広市64 7229 水野　典子 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾘｺ 00:19:42音更町65 7233 石岡　美代子 ｲｼｵｶ ﾐﾖｺ 00:19:50帯広市66 7248 東野　直栄 ﾄｳﾉ ﾅｵｴ 00:20:16帯広市67 7209 三浦　千鶴子 ﾐｳﾗ ﾁﾂﾞｺ 帯広保護司会 00:20:18帯広市68 7262 水間　美和 ﾐｽﾞﾏ ﾐﾜ 00:20:26名寄市69 7312 高野　さゆり ﾀｶﾉ ｻﾕﾘ 00:20:32帯広市70 7313 春藤　理恵 ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 00:20:33帯広市71 7241 奥山　真由美 ｵｸﾔﾏ ﾏﾕﾐ 住友生命 00:20:41帯広市72 7305 寺井　美恵子 ﾃﾗｲ ﾐｴｺ 00:20:43帯広市73 7260 浅沼　美砂 ｱｻﾇﾏ ﾐｻ 00:20:48音更町74 7307 坂本　奈未 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 00:21:00帯広市75 7287 大嶋　真理子 ｵｵｼﾏ ﾏﾘｺ 杉村歯科医院 00:21:00帯広市76 7292 杉村　聡子 ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳｺ 00:21:00幕別町77 7289 久保　のぞみ ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 明治安田生命 00:21:03帯広市78 7239 石川　真由美 ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ 道勝運輸 00:21:05帯広市79 7257 岡本　あさぎ ｵｶﾓﾄ ｱｻｷﾞ 00:21:08札幌市80 7252 渡辺　朝美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 00:21:13帯広市81 7210 川瀬　のり子 ｶﾜｾ ﾉﾘｺ 00:21:18浦幌町82 7212 伊藤　真咲希 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 00:21:19浦幌町83 7202 松本　佐恵子 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴｺ 00:21:22釧路町84 7284 山井　美幸 ﾔﾏｲ ﾐﾕｷ 00:21:40深川市85 7259 和田 せりか ﾜﾀﾞ ｾﾘｶ 00:21:48札幌市86 7201 佐藤　みゆき ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 00:22:05釧路市87 7211 �川　千枝 ﾖｼｶﾜ ﾁｴ ありがとう牧場 00:22:07足寄町88 7214 祖父江　栞 ｿﾌｴ ｼｵﾘ 00:22:07帯広市89 7218 黒川　亜香音 ｸﾛｶﾜ ｱｶﾈ 00:22:08帯広市90 7215 森井　樹 ﾓﾘｲ ｲﾂｷ 00:22:08帯広市91 7221 杉生　晴美 ｽｷﾞｵ ﾊﾙﾐ 00:22:08帯広市92 7267 安藤　美代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾖ 00:22:15釧路市93 7216 大久保　はな ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ 00:22:17帯広市94 7225 水崎　智美 ﾐｽﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 00:22:26中札内村95 7224 平岡　真理 ﾋﾗｵｶ ﾏﾘ 00:22:36帯広市96 7217 川口　友希菜 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 00:22:39帯広市97 7219 小島　亜美 ｺｼﾞﾏ ｱﾐ 00:22:40音更町98 7223 青木　久枝 ｱｵｷ ﾋｻｴ 00:22:40音更町99 7226 三浦　奈津美 ﾐｳﾗ ﾅﾂﾐ 00:22:42帯広市100 7222 清水　幸子 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 00:22:43中札内村print :2019/10/28 10:24:17 88/111 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2.5ｋｍ　一般女子高校生以上 カナ 市町村101 7220 村上　瑠衣 ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ 00:22:44音更町102 7285 籾山　有希 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｷ 00:23:04札幌市103 7286 久米　萌 ｸﾒ ﾓｴ 00:23:04帯広市104 7247 杉岡　裕子 ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｺ 00:23:31鹿追町105 7283 前多　加奈子 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅｺ 00:24:59幕別町106 7261 西原　歩 ﾆｼﾊﾗ ｱﾕﾐ 00:25:21帯広市107 7266 岩城　弓佳 ｲﾜｷ ﾕｶ ぴょんぴょん 00:26:43士別市108 7278 山崎　あゆみ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾐ 00:29:24岩見沢市109 7254 吉田　玲子 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｺ 00:30:38帯広市110 7232 久保　真由子 ｸﾎﾞ ﾏﾕｺ 00:31:12帯広市111 7265 小椋　成美 ｵｸﾞﾗ ﾅﾙﾐ ＭＲＣ 00:40:39幕別町
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