
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 所属クラブハーフ　一般女子高校生～34歳以下 カナ 市町村1 77 徳永　七海 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 酪農学園大学 01:21:39江別市2 71 後藤　沙織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 01:25:31札幌市3 3172 小谷　奈穂 ｺﾀﾆ ﾅﾎ 北海道大学 01:27:25札幌市4 167 阿萬　香織 ｱﾏﾝ ｶｵﾘ カゴメ株式会社 01:29:04札幌市5 3156 高橋　那緒 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ＳＴＡＲ．ＲＣ 01:29:36鷹栖町6 173 徳本　順子 ﾄｸﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ ちばりよ～ＲＣ 01:31:03札幌市7 86 佐藤　詩織 ｻﾄｳ ｼｵﾘ ちばりよ～ＲＣ 01:31:57江別市8 130 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 01:33:21札幌市9 125 児玉　亜希子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ イブリジニー 01:33:30登別市10 136 塚原　有華 ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 01:33:53札幌市11 3177 河津　友絵 ｶﾜﾂ ﾄﾓｴ 赤レンガ走友会 01:36:42札幌市12 172 山田　ちひろ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ Ｒコンセプト 01:37:37札幌市13 3165 八巻　万理子 ﾔﾏｷ ﾏﾘｺ 上富良野医務室 01:38:28中富良野14 3145 山本　朗子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ 札幌よるかぜ 01:39:09小樽市15 3222 上西　舞 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾏｲ 01:39:39苫小牧市16 128 手塚　淑恵 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｴ Ｒコンセプト 01:39:41札幌市17 3163 関　まどか ｾｷ ﾏﾄﾞｶ 01:42:36静岡県18 3295 古田　彩乃 ﾌﾙﾀ ｱﾔﾉ 01:44:39幕別町19 3299 朴　虹歩 ﾎｳ ﾆｼﾞﾎ 01:45:28帯広市20 3176 浅井　紫乃 ｱｻｲ ｼﾉ 01:45:53帯広市21 3159 佐々木　麻衣 ｻｻｷ ﾏｲ 札幌よるかぜ 01:47:17札幌市22 3148 半田　ほたる ﾊﾝﾀﾞ ﾎﾀﾙ ホッチーノ 01:48:08音更町23 3118 田村　萌 ﾀﾑﾗ ﾓｴ 01:48:26音更町24 3196 鬼頭　亜由美 ｷﾄｳ ｱﾕﾐ 01:49:00札幌市25 3139 丸井　望 ﾏﾙｲ ﾉｿﾞﾐ 01:49:41帯広市26 3241 墨谷　美月 ｽﾐﾀﾆ ﾐﾂﾞｷ 帯広畜産大学 01:49:43帯広市27 3195 小椋　沙友里 ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ 01:49:44神奈川県28 3128 後藤　彩 ｺﾞﾄｳ ｱﾔ 01:49:45帯広市29 3204 平野　有紗 ﾋﾗﾉ ｱﾘｻ 01:49:54岩見沢市30 3123 佐藤　澄佳 ｻﾄｳｽﾐｶ 01:50:31釧路市31 3223 佐渡　由希子 ｻﾄﾞ ﾕｷｺ キャラサラ 01:51:17旭川市32 3284 吉田　果鈴 ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 01:51:48千葉県33 3239 工藤　美咲 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ 01:52:37幕別町34 3121 山田　未沙稀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 01:52:43帯広市35 3254 五嶋　華子 ｺﾞｼﾏ ｶｺ 01:53:53美深町36 3191 五嶋　歩美 ｺﾞｼﾏ ｱﾕﾐ 01:53:53旭川市37 3290 松原　萌子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓｴｺ 01:53:56紋別市38 3184 飛渡　舞子 ﾋﾜﾀﾘ ﾏｲｺ イブリジニー 01:54:36札幌市39 3235 林中　理沙 ﾊﾔｼﾅｶ ﾘｻ 01:54:50帯広市40 3278 原田　あゆみ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 長谷川塾 01:55:19札幌市41 3207 荒町　優香里 ｱﾗﾏﾁ ﾕｶﾘ 旭川医科大学 01:57:11旭川市42 3212 水間　久美子 ﾐｽﾞﾏ ｸﾐｺ 陸上自衛隊 01:57:45帯広市43 3294 小林　夏奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 01:58:40帯広市44 3238 振槌　ゆかり ﾌﾘﾂﾁ ﾕｶﾘ エアベスト 01:59:02札幌市45 3126 冨田　和佳菜 ﾄﾐﾀ ﾜｶﾅ 01:59:36帯広市46 3162 相澤　ひとみ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 帯広厚生病院 01:59:37帯広市47 3279 牛角　恵 ｺﾞｶｸ ﾒｸﾞﾐ 01:59:38帯広市48 3236 津村　亜依 ﾂﾑﾗ ｱｲ 01:59:45名寄市49 3203 合田　彩里衣 ｺﾞｳﾀﾞ ｻﾘｲ 長谷川塾 02:00:14札幌市50 3289 宿田　夕季 ｼｭｸﾀﾞ ﾕｳｷ 02:00:19旭川市print :2019/10/28 10:24:14 51/111 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 所属クラブハーフ　一般女子高校生～34歳以下 カナ 市町村51 3258 山本　樹奈 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 第５旅団 02:00:21帯広市52 3188 佐藤　美香 ｻﾄｳ ﾖｼｶ 02:00:29宮城県53 3273 林田　空 ﾊﾔｼﾀﾞ ｿﾗ 村西研ＯＧ 02:00:30茨城県54 3175 菅野　福美 ｽｹﾞﾉ ﾌｸﾐ 02:00:36帯広市55 3133 石王　佳菜 ｲｼｵｳ ｶﾅ 02:01:25帯広市56 3218 岡田　有理 ｵｶﾀﾞ ﾕﾘ 畜大陸上部 02:01:39帯広市57 3106 菅野　優菜 ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾅ 02:01:45帯広市58 3198 シュワルツ　マライア ｼｭﾜﾙﾂ ﾏﾗｲｱ 02:01:49清水町59 3309 村田　芙花 ﾑﾗﾀ ﾌｳｶ 帯広畜産大学 02:02:24帯広市60 3101 中島　梨紗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ 02:02:54帯広市61 3312 尼崎　美香 ｱﾏｻｷ ﾐｶ 02:03:43更別村62 3150 草野　萌 ｸｻﾉ ﾓｴ 02:03:48音更町63 3214 阿部　美咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 02:04:17伊達市64 3146 佐藤　紗代 ｻﾄｳ ｻﾖ 02:05:01上士幌町65 3228 棚田　さとみ ﾀﾅﾀﾞ ｻﾄﾐ 02:05:20札幌市66 3141 吉原　朋香 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓｶ 02:06:05札幌市67 3268 後藤　恵女 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾆｮ 02:06:17帯広市68 3217 清水　明衣 ｼﾐｽﾞ ﾒｲ 帯広畜産大学 02:06:18帯広市69 3285 細矢　千佳 ﾎｿﾔ ﾁｶ 02:06:32足寄町70 3216 越坂　咲子 ｺｼｻｶ ｻｷｺ 02:06:50釧路市71 3306 髙田　久美子 ﾀｶﾀﾞ ｸﾐｺ 萩原建設工業 02:06:54帯広市72 3111 中石　若奈 ﾅｶｲｼ ﾜｶﾅ 02:07:09帯広市73 3104 川上　園代 ｶﾜｶﾐ ｿﾉﾖ 02:07:17札幌市74 3252 新保　すみれ ｼﾝﾎﾞ ｽﾐﾚ 02:07:24幌延町75 3102 清水口　雪那 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 02:08:08江別市76 3240 久保　奈央 ｸﾎﾞ ﾅｵ 02:08:28幕別町77 3130 藤田　真菜子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅｺ 02:08:32音更町78 3226 元木　咲 ﾓﾄｷ ｻｷ ＳＳＲＣ 02:08:33清里町79 3263 伊藤　詩菜 ｲﾄｳ ｼｲﾅ 帯広畜産大学 02:09:01帯広市80 3301 玉川　笑 ﾀﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 02:09:33幕別町81 3242 地引　佳江 ﾁﾞﾋﾞｷ ﾖｼｴ 帯広畜産大学 02:10:31帯広市82 3311 三好　三知子 ﾐﾖｼ ﾐﾁｺ 02:10:46帯広市83 3115 熊谷　凪紗 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 02:10:47帯広市84 3161 坂村　歩美 ｻｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 02:10:53紋別市85 3255 関根　愛加 ｾｷﾈ ｱｲｶ 02:10:59本別町86 3224 田中　帆奈 ﾀﾅｶ ﾊﾝﾅ 02:11:12中標津町87 3114 岡村　由季奈 ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾅ 02:11:36幕別町88 3136 中村　瑞希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 02:11:38帯広市89 3107 島部　茉衣 ｼﾏﾍﾞ ﾏｲ 02:11:59音更町90 3127 冨田　みはる ﾄﾐﾀ ﾐﾊﾙ 02:11:59中札内村91 3297 黒氏　陽香 ｸﾛｳｼﾞ ﾊﾙｶ 02:12:10芽室町92 3131 坪内　聡美 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻﾄﾐ 02:12:25神奈川県93 3170 吉村　志穂 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 02:12:28帯広市94 3129 佐藤　麻衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 02:12:58帯広市95 3164 山田　夏実 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 02:13:08帯広市96 3280 赤間　奈津美 ｱｶﾏ ﾅﾂﾐ 02:13:19音更町97 3272 室崎　春香 ﾑﾛｻﾞｷ ﾊﾙｶ 02:13:36帯広市98 3205 柳瀬　さあや ﾔﾅｾ ｻｱﾔ 02:13:56鹿追町99 3248 岡　あゆみ ｵｶ ｱﾕﾐ 02:15:03帯広市100 3209 南　杏奈 ﾐﾅﾐ ｱﾝﾅ 02:15:18帯広市print :2019/10/28 10:24:14 52/111 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 所属クラブハーフ　一般女子高校生～34歳以下 カナ 市町村101 3125 柴田　紀美子 ｼﾊﾞﾀ ｷﾐｺ 02:15:32札幌市102 3215 菅藤　玲菜 ｽｶﾞﾌｼﾞ ﾚﾅ 02:15:45帯広市103 3137 興野　若菜 ｷｭｳﾉ ﾜｶﾅ 02:15:53帯広市104 3291 山岸　あずさ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｽﾞｻ 02:15:55千葉県105 3316 才川　彩 ｻｲｶﾜ ｱﾔ 02:15:59音更町106 3264 中山　絵理子 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｺ 日本放送協会 02:16:05帯広市107 3109 前田　あゆみ ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 02:16:06帯広市108 3302 牧野　愛 ﾏｷﾉ ｱｲ 02:16:27帯広市109 3144 今井　佑実 ｲﾏｲ ﾕﾐ 02:16:39帯広市110 3253 米田　佳純 ﾖﾈﾀ ｶｽﾐ 02:16:49倶知安町111 3103 大山　絵美 ｵｵﾔﾏ ｴﾐ 02:17:03帯広市112 3201 楢山　美樹 ﾅﾗﾔﾏ ﾐｷ ひなまつりＭＣ 02:17:40札幌市113 3189 古坐　優花 ｺｻﾞ ﾕｳｶ 農改北部支所 02:18:00士幌町114 3259 舘野　優奈 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾅ 02:18:14鶴居村115 3269 辻　朱音 ﾂｼﾞ ｱｶﾈ 02:18:26帯広市116 3187 春日　麻子 ｶｽｶﾞ ｱｻｺ 02:18:51札幌市117 3153 猪俣　芽衣 ｲﾉﾏﾀ ﾒｲ ビストロリー 02:18:56千歳市118 187 重堂　多恵 ｼﾞｭｳﾄﾞｳ ﾀｴ 旭川医科大学 02:19:03旭川市119 3193 田中　優美香 ﾀﾅｶ ﾕﾐｶ 北海道科学大学 02:19:04東京都120 3116 熊谷　有紗 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ 02:19:26帯広市121 3231 工藤　美侑 ｸﾄﾞｳ ﾐｭｳ 帯広大谷短大 02:19:27音更町122 3234 林　亜希 ﾊﾔｼ ｱｷ 02:19:52札幌市123 3304 齋藤　静流 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞﾙ 02:19:52新得町124 3298 増地　みどり ﾏｽﾁ ﾐﾄﾞﾘ 02:20:00江別市125 3140 藤井　志帆 ﾌｼﾞｲ ｼﾎ 02:20:01北斗市126 3277 遠山　沙弥香 ﾄｵﾔﾏ ｻﾔｶ 02:20:25広尾町127 3247 日下部　唯 ｸｻｶﾍﾞ ﾕｲ 02:20:45帯広市128 3262 宮本　涼子 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｺ 02:20:48音更町129 3168 工藤　彩恵 ｸﾄﾞｳ ｻｴ 02:21:09札幌市130 3160 村瀬　さやか ﾑﾗｾ ｻﾔｶ 02:21:15帯広市131 3166 シュースター　エミリー ｼｭｰｽﾀｰ ｴﾐﾘｰ 02:21:15札幌市132 3292 中島　実桜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｵ 02:21:19帯広市133 3185 工藤　舞 ｸﾄﾞｳ ﾏｲ 02:21:37本別町134 3281 向川　杏奈 ﾑｺｳｶﾞﾜ ｱﾝﾅ 02:22:05札幌市135 3256 ＳＥＫＩＮＥ　ＭＩＨＯ ｾｷﾈ ﾐﾎ 02:22:06帯広市136 3124 鎗分　遥乃 ﾔﾘﾜｹ ﾊﾙﾉ 02:22:17札幌市137 3233 福田　梓 ﾌｸﾀﾞ ｱｽﾞｻ 02:22:24根室市138 3221 福士　明里 ﾌｸｼ ｱｶﾘ 02:22:28旭川市139 3143 佐藤　智美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ ＧＶＨ 02:22:30幕別町140 3180 村本　和美 ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 札幌よるかぜ 02:22:48札幌市141 3171 重村　菜月 ｼｹﾞﾑﾗ ﾅﾂｷ 02:22:50東京都142 3225 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 02:23:03札幌市143 3105 加藤　琴絵 ｶﾄｳ ｺﾄｴ 02:23:29音更町144 3243 坂本　寿々子 ｻｶﾓﾄ ｽｽﾞｺ 02:23:33平取町145 3152 阿部　杏来 ｱﾍﾞ ｱｸﾞﾘ 02:23:51帯広市146 3108 的場　美恵 ﾏﾄﾊﾞ ﾖｼｴ 02:24:39帯広市147 3138 岡部　千帆 ｵｶﾍﾞ ﾁﾎ 白熊警備隊 02:24:50旭川市148 3232 河野　友美 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾐ 02:24:53札幌市149 3244 篠田　優香 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｶ 02:25:04札幌市150 3230 高松　伶 ﾀｶﾏﾂ ﾚｲ 02:25:13釧路市print :2019/10/28 10:24:14 53/111 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 所属クラブハーフ　一般女子高校生～34歳以下 カナ 市町村151 3179 佐伯　優花 ｻｴｷ ﾕｳｶ ＪＡサービス 02:25:40帯広市152 3147 竹花　妙恵 ﾀｹﾊﾅ ﾀｴ 北海道家保ＲＣ 02:25:53北見市153 3154 成田　悠里子 ﾅﾘﾀ ﾕﾘｺ 02:25:53帯広市154 3245 太田　梨津子 ｵｵﾀ ﾘﾂｺ 02:25:55千歳市155 3267 五十嵐　美樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｷ 02:26:27音更町156 3202 越智　晴香 ｵﾁ ﾊﾙｶ 02:27:00札幌市157 3283 小川　理香 ｵｶﾞﾜ ﾘｶ 02:27:03清水町158 3192 小川　真実 ｵｶﾞﾜ ﾏﾐ ＴＲＣ 02:27:03鹿追町159 3120 種村　まどか 02:27:32大樹町160 3288 中原　梓 ﾅｶﾊﾗ ｱｽﾞｻ 02:27:37札幌市161 3261 久米　菜奈子 ｸﾒ ﾅﾅｺ 02:28:08札幌市162 3265 中野　茉那 ﾅｶﾉ ﾏﾅ 音更高校 02:28:13帯広市163 3110 鎌口　綾華 ｶﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ 02:28:43帯広市164 3186 中川　恵那 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾅ 02:28:46釧路市165 3260 片桐　あかね ｶﾀｷﾞﾘ ｱｶﾈ 02:28:48清水町166 3169 大道寺　梓 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞ ｱｽﾞｻ 02:29:02釧路市167 3197 宮川　幸子 ﾐﾔｶﾜ ｻﾁｺ アルク 02:29:15札幌市168 3208 黒澤　結花 ｸﾛｻﾜ ﾕｶ 02:30:24新得町169 3211 印出　奏美 ｲﾝﾃﾞ ｶﾅﾐ 02:30:39中標津町170 3308 河端　真奈 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅ 02:31:20帯広市171 3155 杉澤　恵利香 ｽｷﾞｻﾜ ｴﾘｶ 02:31:44別海町172 3220 湯浅　みさと ﾕｱｻ ﾐｻﾄ 02:32:50帯広市173 3307 岩渕　あや ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔ 02:33:05音更町174 3286 小川　ひかり ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾘ 02:33:05帯広市175 3250 内田　瑠美 ｳﾁﾀﾞ ﾙﾐ 02:33:38旭川市176 3132 堀内　結美子 ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐｺ 02:36:35帯広市177 3178 有塚　亜美 ｱﾘﾂｶ ｱﾐ 02:38:04音更町178 3305 渕崎　美沙子 ﾌﾁｻﾞｷ ﾐｻｺ 02:38:41新得町179 3317 佐々木　温子 ｻｻｷ ｱﾂｺ 02:39:26帯広市180 3296 村中　絢 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔ 北海道教育大学 02:39:33函館市181 3249 地家　優美子 ﾁｹ ﾕﾐｺ 02:39:34札幌市182 3134 田野　沙織 ﾀﾉ ｻｵﾘ 02:40:15帯広市183 3314 笹嶋　真衣 ｻｻｼﾞﾏ ﾏｲ 02:40:36帯広市184 3190 廣瀬　朋美 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾐ 囲む会 02:41:19旭川市185 3276 太野　美里 ﾌﾄﾉ ﾐｻﾄ 02:41:39帯広市186 3119 前野　芹奈 ﾏｴﾉ ｾﾘﾅ 02:42:55音更町187 3257 井上　悠 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 帯広畜産大学 02:43:25帯広市188 3135 中村　亜希 ﾅｶﾑﾗ ｱｷ 02:43:50帯広市189 3271 藤江　葉月 ﾌｼﾞｴ ﾊﾂﾞｷ 02:44:01清水町190 3158 石浦　紗記 ｲｼｳﾗ ｻｷ 02:44:58釧路市191 3310 神　里奈 ｼﾞﾝ ﾘﾅ 02:46:01帯広市192 3270 伊藤　ゆめ ｲﾄｳ ﾕﾒ 02:46:13恵庭市193 3199 蔵谷　千尋 ｸﾗﾔ ﾁﾋﾛ チームＴＴ 02:47:37旭川市194 3275 喜多村　美花 ｷﾀﾑﾗ ﾐｶ 普及センター 02:49:50釧路市195 3157 山田　美穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾎ ７ＢＲＣ 02:50:50釧路市196 3227 島田　真実 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾐ 02:51:20旭川市197 3282 佐藤　利納 ｻﾄｳ ﾘﾅ 02:53:47帯広市198 3183 澁谷　愛美 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾐ 南富良野独走会 02:53:51南富良野199 3210 城ヶ崎　かおり ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ｶｵﾘ アルク 02:54:14札幌市200 3122 久保　いずみ ｸﾎﾞ ｲｽﾞﾐ 02:54:30札幌市print :2019/10/28 10:24:14 54/111 ページTimed by　アイサム
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