
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　小学生女子4年生～6年生 カナ 市町村1 8001 中橋　奏瑛 ﾅｶﾊｼ ｶﾅｴ 00:10:30帯広市2 8090 篠田　ひまり ｼﾉﾀﾞ ﾋﾏﾘ 大西畳内装店 00:11:03旭川市3 8080 狩野　未羽 ｶﾘﾉ ﾐｳ 芽室小学校 00:11:10芽室町4 8081 狩野　未空 ｶﾘﾉ ﾐｸ 芽室小学校 00:11:19芽室町5 8058 井内　櫻子 ｲｳﾁ ｻｸﾗｺ 十勝陸上クラブ 00:11:22本別町6 8008 佐藤　夏希 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 00:11:26帯広市7 8018 藤田　采穂 ﾌｼﾞﾀ ｺﾄﾎ 00:11:26帯広市8 8032 斉藤　那奈 ｻｲﾄｳ ﾅﾅ 00:11:33帯広市9 8017 磯部　ななえ 00:11:35帯広市10 8076 黒坂　理央 ｸﾛｻｶ ﾘｵ 忠類小学校 00:11:42幕別町11 8083 山田　椎菜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｲﾅ 明星ミニバス 00:11:46帯広市12 8115 乾　悠里子 ｲﾇｲ ﾕﾘｺ 大樹小学校 00:11:49大樹町13 8144 熊谷　しゅう ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳ 通明小学校 00:12:03鹿追町14 8045 大山　流依 ｵｵﾔﾏ ﾙｲ 00:12:05帯広市15 8088 黒田　理香子 ｸﾛﾀﾞ ﾘｶｺ 十勝陸上クラブ 00:12:11音更町16 8114 織部　杏菜 ｵﾘﾍﾞ ｱﾝﾅ 若葉ミニバス 00:12:14帯広市17 8109 小椋　愛花 ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ 若葉ミニバス 00:12:15帯広市18 8016 成田　陽愛 ﾅﾘﾀ ﾋﾅ 十勝陸上クラブ 00:12:16帯広市19 8015 中山　彩華 ﾅｶﾔﾏ ｲﾛﾊ 00:12:17帯広市20 8140 三好　心彩 ﾐﾖｼ ｺｺﾅ 広陽小学校 00:12:21帯広市21 8097 畑中　桔子 ﾊﾀﾅｶ ｷｯｺ 極真髙橋道場 00:12:29札幌市22 8073 堀口　みりあ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾘｱ 00:12:34音更町23 8021 柴田　芽奈 ｼﾊﾞﾀ ﾒｲﾅ 00:12:47帯広市24 8079 成田　ひより ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ 00:12:47札幌市25 8029 中野　智加 ﾅｶﾉ ﾄﾓｶ 00:12:47帯広市26 8068 田沼　栞奈 ﾀﾇﾏ ｶﾝﾅ 00:12:52帯広市27 8025 堀田　安里 ﾎﾘﾀ ｱﾝﾘ 00:12:57帯広市28 8128 松永　明莉 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｶﾘ 00:12:59帯広市29 8040 福田　琴世 ﾌｸﾀﾞ ｺﾄｾ 00:13:03帯広市30 8116 佐藤　里桜 ｻﾄｳ ﾘｵ 稲田サッカー 00:13:05帯広市31 8047 松井　玲菜 ﾏﾂｲ ﾚﾅ 釧路青葉小 00:13:05釧路市32 8142 古村　光 ｺﾑﾗ ﾋｶﾘ 稲田小サッカー 00:13:08帯広市33 8150 沢　優季那 ｻﾜ ﾕｷﾅ 啓北小学校 00:13:08帯広市34 8110 細澤　理咲 ﾎｿｻﾞﾜ ﾘｻ 若葉ミニバス 00:13:09帯広市35 8123 大友　碧已 ｵｵﾄﾓ ｱｵｲ 若葉ミニバス 00:13:15帯広市36 8048 瀬口　歩叶 ｾｸﾞﾁ ｱﾕｶ 十勝陸上クラブ 00:13:21帯広市37 8136 土井　尋菜 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾅ 十勝陸上クラブ 00:13:23帯広市38 8133 内海　桐子 ｳﾂﾐ ﾄｳｺ 00:13:25帯広市39 8143 高松　希帆 ﾀｶﾏﾂ ｷﾎ 明和小学校 00:13:30帯広市40 8070 小西　麦歩 ｺﾆｼ ﾑｷﾞﾎ 富良野市鳥沼小 00:13:43富良野市41 8050 榛澤　陽菜 00:13:44帯広市42 8121 米道　由那 ﾖﾈﾐﾁ ﾕｳﾅ 若葉ミニバス 00:13:48帯広市43 8014 伊藤　千花 ｲﾄｳ ﾕｷﾅ 00:13:55浦幌町44 8012 川瀬　ひと美 ｶﾜｾ ﾋﾄﾐ 00:13:55浦幌町45 8041 藤田　真央 ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 標茶陸上少年団 00:14:02標茶町46 8044 松井　紗耶 ﾏﾂｲ ｻﾔ 釧路青葉小 00:14:02釧路市47 8062 後藤 雪月 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂｷ 00:14:07小樽市48 8052 坂本　蓮 ｻｶﾓﾄ ﾚﾝ 00:14:09帯広市49 8042 山本　来漣 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾗﾝ 00:14:09帯広市50 8043 山本　珠漣 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗﾝ 00:14:09帯広市print :2019/10/28 10:24:18 98/111 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　小学生女子4年生～6年生 カナ 市町村51 8031 大沼　聖奈 ｵｵﾇﾏ ｾﾅ 00:14:10帯広市52 8066 田村　友奈 ﾀﾑﾗ ﾕﾅ 00:14:17清水町53 8026 関根　唯花 ｾｷﾈ ﾕｲｶ 00:14:20帯広市54 8146 高橋　優来 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾗ 途別小学校 00:14:20幕別町55 8096 小林　優夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 若葉小学校 00:14:28帯広市56 8007 難波　志好 ﾅﾝﾊﾞ ｼｽﾞｸ 00:14:29帯広市57 8118 栗原　桃花 ｸﾘﾊﾗ ﾓﾓｶ 若葉ミニバス 00:14:30帯広市58 8055 岡田　紗弥 ｵｶﾀﾞ ｻﾔ 00:14:31帯広市59 8111 小野　愛花 ｵﾉ ｱｲｶ 若葉ミニバス 00:14:31帯広市60 8135 工藤　咲耶 ｸﾄﾞｳ ｻﾔ 若葉ミニバス 00:14:44帯広市61 8105 鈴木　真衣 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 若葉ミニバス 00:14:47帯広市62 8107 所　楓夏 ﾄｺﾛ ﾌｳｶ 若葉ミニバス 00:14:47帯広市63 8117 大竹口　莉桜 ｵｵﾀｹｸﾞﾁ ﾘｵ 若葉ミニバス 00:14:51帯広市64 8053 村本　真妃南 ﾑﾗﾓﾄ ﾏﾋﾅ 00:14:52帯広市65 8060 三浦　伊織 ﾐｳﾗｲｵﾘ 00:14:52釧路市66 8075 都　希遙 ﾐﾔｺ ｷﾊ 士別南小 00:14:54士別市67 8108 森　衣羽音 ﾓﾘ ｺﾊﾈ 若葉ミニバス 00:14:55帯広市68 8091 武藤　こごみ ﾑﾄｳ ｺｺﾞﾐ 00:14:58新得町69 8103 鳥宮　那由 ﾄﾘﾐﾔ ﾅﾕ 豊頃小学校 00:15:01豊頃町70 8124 山下　頼夢 ﾔﾏｼﾀ ﾗｲﾑ 00:15:05帯広市71 8011 竹内　萌夏 ﾀｹｳﾁ ﾓｴｶ 00:15:09千歳市72 8099 青井　優里 ｱｵｲ ﾕｳﾘ 御影陸上クラブ 00:15:10清水町73 8085 狩野　優奈 ｶﾘﾉ ﾕｳﾅ 00:15:13鹿追町74 8152 伊藤　爽 ｲﾄｳ ｻﾜ 00:15:14帯広市75 8067 見上　らな ﾐｶﾐ ﾗﾅ ＣＡＭＰ天狗 00:15:14小樽市76 8087 小原　彩希 ｵﾊﾞﾗ ｻｷ 前田小学校 00:15:15札幌市77 8106 二ノ宮　愛琵 ﾆﾉﾐﾔ ｱﾋﾞｲ 若葉ミニバス 00:15:22帯広市78 8009 上田　侑奈 ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ 標茶陸上少年団 00:15:31標茶町79 8013 佐藤　美和 ｻﾄｳ ﾐﾜ 標茶陸上少年団 00:15:33標茶町80 8104 中西　紗良 ﾅｶﾆｼ ｻﾗ 愛国小学校 00:15:36釧路市81 8126 森本　彩里 ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾘ 00:15:45幕別町82 8020 角田　夢莉楠 ｶｸﾀ ﾕﾘﾅ 00:15:51帯広市83 8019 原田　茉昊 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾋﾛ 00:15:52帯広市84 8130 山下　和奏 ﾔﾏｼﾀ ﾜｶﾅ 00:15:54帯広市85 8046 大山　実桜 ｵｵﾔﾏ ﾐｵ 00:15:54帯広市86 8120 片平　瑠璃 ｶﾀﾋﾗ ﾙﾘ 00:15:54帯広市87 8038 鴨川　綾乃 ｶﾓｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 00:15:54帯広市88 8056 鈴木　南美 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 00:16:00帯広市89 8089 伊香　美音 ｲｺｳ ﾐｵﾝ 00:16:03帯広市90 8098 畑中　栞子 ﾊﾀﾅｶ ｶｺ 極真髙橋道場 00:16:04札幌市91 8147 小川　知里 ｵｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 上浦幌中央 00:16:10浦幌町92 8148 小川　珠季 ｵｶﾞﾜ ﾀﾏｷ 上浦幌中央 00:16:10浦幌町93 8003 小杉山　萌未 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾎﾂﾞﾐ 標茶陸上少年団 00:16:12標茶町94 8030 三浦　友愛 ﾐｳﾗ ﾕｱ ＮＮＡＣ 00:16:12帯広市95 8049 類瀬　藍里 ﾙｲｾ ｱｲﾘ 00:16:12標茶町96 8023 清水　唯菜 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾅ 00:16:13帯広市97 8102 秋田　姫花 ｱｷﾀ ﾋﾒｶ 00:16:17標茶町98 8027 佐々木　琴音 ｻｻｷ ｺﾄﾈ 標茶陸上少年団 00:16:17標茶町99 8057 酒井　麗 ｻｶｲ ｳﾗﾗ 00:16:19帯広市100 8127 金野　歩未 ｺﾝﾉ ｱﾕﾐ 帯広豊成小学校 00:16:26帯広市print :2019/10/28 10:24:19 99/111 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　小学生女子4年生～6年生 カナ 市町村101 8101 相馬　羽花 ｿｳﾏ ﾊﾅ 00:16:27札幌市102 8005 大場　美柚 ｵｵﾊﾞ ﾐﾕ 00:16:30帯広市103 8065 水間　樹 ﾐｽﾞﾏ ｲﾂｷ 名寄小学校 00:16:31名寄市104 8061 長谷川 結空 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾗ 00:16:31小樽市105 8149 河崎　莉胡 ｶﾜｻｷ ﾘｺ 00:16:33帯広市106 8137 黒沢　璃央 ｸﾛｻﾜ ﾘｵ 若葉ミニバス 00:16:36帯広市107 8002 松田　愛菜 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲﾅ 00:16:38帯広市108 8039 菅家　碧 ｶﾝｹ ｱｵｲ 00:16:41新得町109 8122 寺井　琉夏 ﾃﾗｲ ﾙｶ 00:16:41帯広市110 8151 目良　葵衣 ﾒﾗ ｱｵｲ 広尾小学校 00:16:49広尾町111 8074 藤盛　綾香 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 00:16:49浦幌町112 8051 田中　亜澄 ﾀﾅｶ ｱｽﾐ 00:16:51帯広市113 8037 藪内　芽生 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾒﾌﾞｷ 00:16:51帯広市114 8035 土屋　来晴 ﾂﾁﾔ ｺﾊﾙ 00:16:51鹿追町115 8141 藤田　悠以 ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ 00:16:53帯広市116 8139 谷川　文 ﾀﾆｶﾜ ﾌﾐ 00:16:54帯広市117 8095 田井　萌乃香 ﾀｲ ﾎﾉｶ 00:17:01中富良野118 8072 竹崎　彩芭 ﾀｹｻﾞｷ ｲﾛﾊ 緑ケ丘ＳＣ 00:17:07帯広市119 8113 佐藤　琴乃 ｻﾄｳ ｺﾄﾉ 若葉ミニバス 00:17:11帯広市120 8084 大和　心美 ﾔﾏﾄ ｺｺﾐ 南富良野独走会 00:17:14南富良野121 8125 島田　咲妃 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 若葉ミニバス 00:17:16帯広市122 8131 北野　紫杏 ｷﾀﾉ ｼｱﾝ 若葉ミニバス 00:17:17帯広市123 8054 種村　りこ ﾀﾈﾑﾗ ﾘｺ 00:17:18大樹町124 8064 服部　そら ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 00:17:25旭川市125 8028 藤田　瑠璃菜 ﾌｼﾞﾀ ﾘｲﾅ 00:17:33帯広市126 8112 竹原　莉乃 ﾀｹﾊﾗ ﾘﾉ 00:17:33帯広市127 8024 戸梶　由唯 ﾄｶｼﾞ ﾕｲ 00:17:54音更町128 8092 小林　瑠衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 00:18:14帯広市129 8036 大島　鈴 ｵｵｼﾏ ﾘﾝ 00:18:16帯広市130 8033 小林　実和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 00:18:41帯広市131 8093 住尾　友乃 ｽﾐｵ ﾕﾉ 開西小 00:18:42帯広市132 8086 武田　ひより ﾀｹﾀﾞ ﾋﾖﾘ 啓北小学校 00:18:46帯広市133 8138 丸谷　姫菜 ﾏﾙﾔ ﾋﾅ 00:18:51帯広市134 8010 渡邉　琴美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾐ 00:18:51帯広市135 8063 茂木　愛奈 ﾓｷﾞ ｱｲﾅ 幕別小学校 00:19:14室蘭市136 8132 坪井　理桜奈 ﾂﾎﾞｲ ﾘｵﾅ 00:19:14帯広市137 8004 竹中　結衣子 ﾀｹﾅｶ ﾕｲｺ 00:19:39帯広市138 8022 川口　紗羽 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾜ 00:19:56帯広市139 8145 佐伯　萌衣 ｻｴｷ ﾓｴ 豊成小学校 00:20:01帯広市140 8078 山口　優歩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 札内北小 00:20:27幕別町141 8129 中野　悠那 ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ 00:20:44更別村142 8059 吉田　心虹 ｺｼﾀﾞ ｺｺ 00:20:47帯広市143 8094 山口　華 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 広尾小 00:20:50帯広市144 8077 小野寺　結香 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｲｶ 北栄小学校 00:21:54帯広市145 8069 石井　花穏 ｲｼｲ ｶﾉﾝ チームはるりく 00:22:05札幌市146 8100 鈴木　和栞 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 00:22:05札幌市
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