
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35歳～49歳 カナ 市町村1 241 沢田　愛里 ｻﾜﾀﾞ ｱｲﾘ ＴｘＴ 01:20:38札幌市2 69 三橋　理恵 ﾐﾂﾊｼ ﾘｴ 長谷川塾 01:21:50帯広市3 98 光岡　美貴 ﾐﾂｵｶ ﾐｷ 01:23:21札幌市4 91 池田　美穂子 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎｺ ちばりよ～ＲＣ 01:23:50札幌市5 112 石岡　有香 ｲｼｵｶ ﾕｶ ＭＡＴＡＧＩ 01:27:40千歳市6 109 平　和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ ちばりよ～ＲＣ 01:28:07札幌市7 119 奥村　理恵 ｵｸﾑﾗ ﾘｴ 凡人ＲＣ 01:29:43札幌市8 141 森岡　暁 ﾓﾘｵｶ ｱｶﾂｷ 道マラソンクラ 01:31:35札幌市9 3637 野尻　美香 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 01:32:03札幌市10 3406 櫻岡　那奈子 ｻｸﾗｵｶ ﾅﾅｺ Ｂ．Ｓ．ＲＵＮ 01:33:33旭川市11 137 沼田　奈津子 01:34:16札幌市12 3440 上林　可奈子 ｶﾐﾊﾞﾔｼｶﾅｺ 01:35:11別海町13 134 千葉　有樹 ﾁﾊﾞ ｱｷ ノースウィンド 01:36:40釧路市14 114 山本　舞 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ ＲＩＳＥ　ＲＣ 01:38:03札幌市15 184 吉岡　美希 ﾖｼｵｶ ﾐｷ フレングＲＣ 01:39:38札幌市16 193 荒戸　綾 ｱﾗﾄ ｱﾔ 01:40:32江別市17 181 佐藤　嘉志子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 01:40:37札幌市18 3676 長谷川　千尋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 01:40:58札幌市19 3549 塩田　真弓 ｼｵﾀ ﾏﾕﾐ 01:41:24旭川市20 3624 大友　明子 ｵｵﾄﾓ ｱｷｺ 01:42:22札幌市21 3441 江崎　忍 ｴｻﾞｷｼﾉﾌﾞ 01:42:41釧路市22 156 上月　閑加 ｺｳﾂﾞｷ ｼｽﾞｶ 01:43:47帯広市23 3622 鴫原　恵美 ｼｷﾞﾊﾗ ｴﾐ ごはんおおもり 01:43:51旭川市24 3403 山田　香里 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 01:43:54帯広市25 166 内田　明香 ｳﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 帯広ランナーズ 01:44:28帯広市26 3601 福島　美奈子 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅｺ 01:44:52札幌市27 179 野切　幸子 ﾉｷﾞﾘ ｻﾁｺ 凡人ＲＣ 01:44:58札幌市28 3518 前川　奈奈 ﾏｴｶﾜ ﾅﾅ ごはんおおもり 01:45:16帯広市29 3461 渡邊　梨香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 01:46:03中札内村30 3471 吉田　加代子 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖｺ 01:46:07帯広市31 3442 山本　まみ ﾔﾏﾓﾄﾏﾐ 01:46:20釧路市32 3489 古屋　明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 01:46:38帯広市33 3584 宮腰　智子 ﾐﾔｺｼ ﾄﾓｺ 01:47:19帯広市34 3616 吉村　真紀 ﾖｼﾑﾗ ﾏｷ 帯広ランナーズ 01:47:45帯広市35 3587 木元　加奈子 ｷﾓﾄ ｶﾅｺ 01:48:11千歳市36 3554 吉田　珠江 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｴ 01:48:25帯広市37 3524 岡村　良子 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳｺ チームおかやん 01:48:54札幌市38 3478 柴田　久美子 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐｺ 01:49:05札幌市39 3579 髙橋　久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 01:49:09帯広市40 3492 佐藤　智美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 郷外科医院 01:49:09江別市41 3600 藤澤　かおり ﾌｼﾞｻﾜ ｶｵﾘ 01:50:34札幌市42 3418 佐藤　民恵 ｻﾄｳ ﾀﾐｴ 01:50:37新ひだか43 3479 深見　真弓 ﾌｶﾐ ﾏﾕﾐ 01:50:53札幌市44 3525 村端　志津恵 ﾑﾗﾊｼ ｼﾂﾞｴ 01:51:03札幌市45 3453 細谷　知子 ﾎｿﾔ ﾄﾓｺ ＲＵＮ浜頓別 01:51:18浜頓別町46 3472 佐藤　あかね ｻﾄｳ ｱｶﾈ 01:51:19中標津町47 3426 宮下　由美恵 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾐｴ 01:52:42釧路市48 3487 香川　麻美 ｶｶﾞﾜ ﾏﾐ 留萌走ろう会 01:52:42留萌市49 3589 島　香織 ｼﾏ ｶｵﾘ 01:52:43帯広市50 3564 高橋　由奈 ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ＡＣマロン 01:52:56札幌市print :2019/10/28 10:24:14 56/111 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35歳～49歳 カナ 市町村51 3444 冨田　珠美 ﾄﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ 01:53:26中札内村52 3433 根本　千恵子 ﾈﾓﾄ ﾁｴｺ 01:53:39帯広市53 3689 石上　保恵 ｲｼｶﾞﾐ ﾔｽｴ 01:53:57釧路市54 3516 廣田　雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ Ｒコンセプト 01:53:59札幌市55 3635 武藤　奏和 ﾑﾄｳ ｶﾅ 01:54:05新得町56 3545 高田　裕子 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｺ 01:54:14音更町57 3428 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 01:54:17幕別町58 3594 武部　和美 ﾀｹﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 01:54:39恵庭市59 3551 北　由起子 ｷﾀ ﾕｷｺ ＧＯ� ２ 01:54:43芽室町60 3437 土田　陽子 ﾂﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 01:54:43帯広市61 3701 只石　利恵 ﾀﾀﾞｲｼ ﾄｼｴ FCリトル 01:55:03帯広市62 3486 橋本　律子 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾂｺ チーム０１５５ 01:55:07帯広市63 3481 飛澤　幸恵 ﾄﾋﾞｻﾜ ﾕｷｴ 01:55:11芽室町64 3456 野上　奈美子 ﾉｶﾞﾐ ﾅﾐｺ 帯広第四中画工 01:55:17帯広市65 3608 宇野　ふみ ｳﾉ ﾌﾐ 01:55:18帯広市66 3648 神﨑　めぐみ ｶﾝｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ ＮＲＷＣ 01:55:22札幌市67 3435 小野寺　美香 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｶ 01:56:40音更町68 3541 平田　夏子 ﾋﾗﾀ ﾅﾂｺ 凡人ＲＣ 01:57:01札幌市69 3457 相馬　由架理 ｿｳﾏ ﾕｶﾘ ＭＳＡ 01:57:04札幌市70 3523 難波　啓恵 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｴ 01:57:15苫小牧市71 3560 松永　麻衣 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｲ ポイズンきのこ 01:57:36釧路町72 3679 山田　和美 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 更別走ろう会 01:57:56更別村73 3550 吉岡　真澄 ﾖｼｵｶ ﾏｽﾐ 01:58:01埼玉県74 3497 早川　睦 ﾊﾔｶﾜ ﾑﾂﾐ 01:58:02札幌市75 3572 対馬　磨弥 ﾂｼﾏ ﾏﾔ 帯トラ 01:58:14帯広市76 3424 三上　由美枝 ﾐｶﾐ ﾕﾐｴ 網走農改清里 01:58:25清里町77 3529 尾野　美香 ｵﾉ ﾐｶ マラソン同好会 01:58:35帯広市78 3590 辻　明美 ﾂｼﾞ ｱｹﾐ 01:58:48札幌市79 3593 橋本　由紀子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ 01:59:24北見市80 3571 青木　真弓 ｱｵｷ ﾏﾕﾐ 01:59:26幕別町81 3621 松下　さとみ ﾏﾂｼﾀ ｻﾄﾐ 勤医協 01:59:30帯広市82 3674 山本　知里 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻﾄ 01:59:39音更町83 3563 高松　美帆 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾎ 01:59:56石狩市84 3623 栗原　陽子 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ 02:00:04愛知県85 3646 白石　望 ｼﾗｲｼ ﾉｿﾞﾐ 02:00:07帯広市86 3592 柳澤　敦子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾂｺ 02:00:14芽室町87 3490 江崎　奈緒 ｴｻﾞｷ ﾅｵ 02:00:17帯広市88 3611 岸田　佳子 ｷｼﾀﾞ ﾖｼｺ 02:00:33帯広市89 3618 森山　香織 ﾓﾘﾔﾏ ｶｵﾘ 02:00:44帯広市90 3684 大和　百合子 ﾔﾏﾄ ﾕﾘｺ 南富良野独走会 02:00:46南富良野91 3405 寺澤　万里絵 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾘｴ たぬこうの森 02:00:48浦幌町92 3526 伏間　ちひろ ﾌｼﾏ ﾁﾋﾛ 02:00:49釧路市93 3496 工藤　麻波 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 爆走マイペース 02:00:58札幌市94 3555 山本　香織 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 02:00:58帯広市95 3647 花田　めぐみ ﾊﾅﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ＧーＴＲ 02:01:00長沼町96 3629 佐藤　いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ みとへいＲＣ 02:01:07千歳市97 207 北川　朋恵 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｴ 道マラソンク 02:01:17札幌市98 3653 澤田　奈緒美 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾐ 02:01:23小樽市99 3606 伊藤　真衣 ｲﾄｳ ﾏｲ 02:01:45札幌市100 3602 山田　裕美子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 住友生命 02:01:50帯広市print :2019/10/28 10:24:14 57/111 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35歳～49歳 カナ 市町村101 3651 高田　美果 ﾀｶﾀﾞ ﾐｶ 02:02:09札幌市102 3690 井澤　麻里亜 ｲｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ＴＢＰ 02:02:12士幌町103 3527 辻　祥子 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺ 帯広厚生病院 02:02:43帯広市104 3698 清水　　奈央子 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｺ 02:02:50帯広市105 3619 河口　晶子 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｺ 河口牧場 02:03:06大樹町106 3476 福山　亜紗子 ﾌｸﾔﾏ ｱｻｺ 02:03:07札幌市107 3604 角田　理嘉子 ｶｸﾀ ﾘｶｺ ＫＲＣ 02:03:12札幌市108 3658 伊藤　有紀子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 02:03:26神奈川県109 3546 大西　佳子 ｵｵﾆｼ ｹｲｺ 02:03:34帯広市110 3543 山田　みゆき ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 02:03:52今金町111 3700 小室　智子 ｺﾑﾛ ﾄﾓｺ 02:03:57帯広市112 3547 佐藤　政美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 02:04:18江別市113 3438 瘧師　奈都子 ｷﾞｬｸｼ ﾅﾂｺ 02:04:39音更町114 3483 宮本　磨巳子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾐｺ 苫小牧総合経済 02:05:03札幌市115 3666 工藤　佳織 ｸﾄﾞｳ ｶｵﾘ 02:05:16旭川市116 3610 増川　仁美 ﾏｽｶﾜ ﾋﾄﾐ 02:05:47旭川市117 3464 増井　弘子 ﾏｽｲ ﾋﾛｺ 02:06:04帯広市118 3597 近間　さおり ﾁｶﾏ ｻｵﾘ 02:06:17札幌市119 3488 伊藤　園美 ｲﾄｳ ｿﾉﾐ 02:06:34岩見沢市120 3654 佐藤　涼子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ 02:06:41音更町121 3414 井村　綾 ｲﾑﾗ ｱﾔ 02:06:58帯広市122 3425 仁科　ゆかり ﾆｼﾅ ﾕｶﾘ 02:07:01士幌町123 3656 西向　留美子 ﾆｼﾑｶｲ ﾙﾐｺ 02:07:18音更町124 3402 矢野　優子 ﾔﾉ ﾕｳｺ 02:07:19旭川市125 3446 川上　嘉代 ｶﾜｶﾐ ｶﾖ 02:07:23東京都126 3421 菅股　福子 ｽｶﾞﾏﾀ ﾌｸｺ 02:07:31札幌市127 3413 難波　晴代 ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾙﾖ 02:07:54帯広市128 3695 佐藤　未来 ｻﾄｳ ﾐｸ side-B 02:07:55札幌市129 3533 太田　真紀 ｵｵﾀ ﾏｷ びいどろ 02:08:00札幌市130 3561 佐々木　伸子 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｺ ポイズンきのこ 02:08:11釧路市131 3443 四十物　博子 ｱｲﾓﾉﾋﾛｺ 02:08:14釧路市132 3401 手間本　和美 ﾃﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 02:08:36帯広市133 3493 小野寺　亜樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷ 02:08:38千歳市134 3521 鈴木　仁美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ケ丘ＳＣ 02:08:55帯広市135 3485 穴吹　珠美 ｱﾅﾌﾞｷ ﾀﾏﾐ ゆめりあ 02:09:23滝川市136 3705 村上　真希子 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷｺ 02:09:26伊達市137 3569 増田　智美 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 02:09:34音更町138 3416 高田　聖子 ﾀｶﾀ ｾｲｺ 02:09:47富良野市139 3417 高田　祐子 ﾀｶﾀ ﾕｳｺ 02:09:54富良野市140 3615 伊藤　麻子 ｲﾄｳ ｱｻｺ 北洋銀行 02:10:08釧路市141 3596 菅野　みゆき ｽｶﾞﾉ ﾐﾕｷ 02:10:26帯広市142 3508 吉田　正子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 02:10:37札幌市143 3642 古川　佐知子 ﾌﾙｶﾜ ｻﾁｺ 02:11:27北見市144 3410 三反崎　里香 ﾐﾀｻﾞｷ ﾘｶ 瓜幕ランナーズ 02:11:35鹿追町145 3448 石西　さち子 ｲｼﾆｼｻﾁｺ 02:11:36札幌市146 3540 保尊　さおり ﾎｿﾝ ｻｵﾘ 02:12:47札幌市147 3504 山根　三知代 ﾔﾏﾈ ﾐﾁﾖ 02:13:02宮崎県148 3677 佐々木　沙耶香 ｻｻｷ ｻﾔｶ 02:13:08帯広市149 3509 高田　純子 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 02:13:14旭川市150 3502 鈴木　美和 ｽｽﾞｷ ﾐﾜ 02:13:20札幌市print :2019/10/28 10:24:15 58/111 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35歳～49歳 カナ 市町村151 3415 武田　美幸 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 02:13:25岩見沢市152 3535 鎌田　由香利 ｶﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ Ｔｅａｍ．ＫＰ 02:13:31旭川市153 3499 柴田　陽子 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｺ 02:13:34帯広市154 3673 東口　友子 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 02:13:42帯広市155 3469 熊坂　香織 ｸﾏｻｶ ｶｵﾘ 足寄ランナーズ 02:14:08足寄町156 3544 星　玄子 ﾎｼ ﾉﾘｺ 02:14:09東京都157 3591 坂本　千寿 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ ＲＵＮ－ＳＯＳ 02:14:23札幌市158 3463 西村　千春 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾊﾙ 留萌走ろう会 02:14:26留萌市159 3686 新居　仁美 ﾆｲ ﾋﾄﾐ 02:14:33富良野市160 3641 清水　由紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 02:14:47東京都161 3447 伊原　由希子 ｲﾊﾗ ﾕｷｺ 02:14:47新得町162 3703 安田　育恵 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｴ side-B 02:14:48札幌市163 3691 澤田　瑞穂 ｻﾜﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 02:15:04札幌市164 3552 田中　沙織 ﾀﾅｶ ｻｵﾘ ヤキオレ会 02:15:17札幌市165 3562 本間　陽子 ﾎﾝﾏ ﾖｳｺ 02:15:20新ひだか166 3494 武野　朱美 ﾀｹﾉ ｱｹﾐ 02:15:30札幌市167 3638 金　真由 ｺﾝ ﾏﾕ 02:15:30札幌市168 3404 高見澤　優子 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳｺ 02:15:38小樽市169 3657 加茂　里美 ｶﾓ ｻﾄﾐ 02:15:43帯広市170 3430 溝上　ルミ ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾙﾐ 02:16:08恵庭市171 3663 得能　忍 ﾄｸﾉｳ ｼﾉﾌﾞ 02:16:40南富良野172 3512 諸橋　泉 ﾓﾛﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 02:16:42帯広市173 3473 小西　明子 ｺﾆｼ ｱｷｺ 02:16:45富良野市174 3482 安達　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ チームひとり 02:16:58札幌市175 3702 廣瀬　裕子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 02:17:00陸別町176 3458 田尻　花代 ﾀｼﾞﾘ ﾊﾅﾖ 02:17:12京極町177 3661 岡崎　初子 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾂｺ 02:17:26幕別町178 3603 井上　美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 公立芽室病院 02:17:39清水町179 3585 祢津　瑠美 ﾈﾂ ﾙﾐ トヨタレンタ 02:17:56釧路市180 3475 高木　千種 ﾀｶｷﾞ ﾁｸﾞｻ 02:17:57釧路市181 3578 石山　真子 ｲｼﾔﾏ ｼﾝｺ 02:18:10釧路市182 3468 高木　民 ﾀｶｷﾞ ﾀﾐ 02:18:36札幌市183 3474 萩原　まゆみ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾕﾐ チーム０１５５ 02:18:37帯広市184 3573 鈴木　裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 02:18:40札幌市185 3683 中村　朋子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 02:18:46音更町186 3460 板見　寿子 ｲﾀﾐ ﾋｻｺ 滝川ＢＥＥＲＳ 02:18:56新十津川187 3445 都築　こず恵 ﾂﾂﾞｷ ｺｽﾞｴ 02:18:59音更町188 3538 瀬高　ひとみ ｾﾀｶ ﾋﾄﾐ くまのこ 02:19:13札幌市189 3565 村瀬　美奈 ﾑﾗｾ ﾐﾅ 喜多組 02:19:33音更町190 3498 湯淺　由希子 ﾕｱｻ ﾕｷｺ 02:19:36札幌市191 3431 雨山　めぐみ ｱﾒﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ トヨタレンタ 02:19:52釧路市192 3429 東海林　美幸 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾕｷ 02:20:04帯広市193 3439 春山　理香 ﾊﾙﾔﾏ ﾘｶ 02:20:22幕別町194 3662 山本　なをみ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｦﾐ 02:20:25札幌市195 3454 関口　貴子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 02:20:35札幌市196 3462 小林　麻紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷｺ 02:20:44帯広市197 3650 大西　里依子 ｵｵﾆｼ ﾘｴｺ チームさつび 02:20:48幕別町198 3644 赤坂　和美 ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾐ 02:21:02東京都199 3420 森　さなえ ﾓﾘ ｻﾅｴ 02:21:06幕別町200 3627 松本　陽子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 公立芽室病院 02:21:17帯広市print :2019/10/28 10:24:15 59/111 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35歳～49歳 カナ 市町村201 3503 青木　映奈 ｱｵｷ ｱｷﾅ 旭川厚生ＲＣ 02:21:20旭川市202 3685 くさ野　恵 ｸｻﾉ ﾒｸﾞﾐ 02:21:39釧路市203 3566 泉　美樹 ｲｽﾞﾐ ﾐｷ ハイブリッジ 02:21:55札幌市204 3409 相川　恵理子 ｱｲｶﾜ ｴﾘｺ 02:22:13砂川市205 3542 宮内　匡子 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｺ 02:22:16札幌市206 3548 小西　桂 ｺﾆｼ ｶﾂﾗ 02:22:49帯広市207 3643 加納　夏絵 ｶﾉｳ ﾅﾂｴ 加納美容室 02:22:59苫小牧市208 3511 神山　佳代子 ｶﾐﾔﾏ ｶﾖｺ 帯広第一病院 02:23:00帯広市209 3645 山田　友佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 千歳酔いどれ 02:23:09千歳市210 3451 小泉　夕子 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ 迷わず行けよ！ 02:23:28千歳市211 3427 柴田　知子 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｺ 02:23:42釧路町212 3556 青木　幸愛 ｱｵｷ ｻﾁｴ 02:24:13札幌市213 3636 中井　陽子 ﾅｶｲ ﾖｳｺ ここ杏 02:24:32釧路市214 3586 菊地　智春 ｷｸﾁ ﾁﾊﾙ 02:24:43帯広市215 3664 野上　加奈子 ﾉｶﾞﾐ ｶﾅｺ 02:24:56札幌市216 3665 黒島　利矢子 ｸﾛｼﾏ ﾘﾔｺ 02:25:05帯広市217 3459 平間　好美 ﾋﾗﾏ ﾖｼﾐ 02:25:06札幌市218 3678 山口　友紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 02:25:13釧路町219 3455 高橋　充衣 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｴ みそいち 02:25:16中標津町220 3515 勝木　香織 ｶﾂｷ ｶｵﾘ 02:25:31苫小牧市221 3528 沼澤　純子 ﾇﾏｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ トムラウシ 02:25:54新得町222 3581 羽二生　智恵 ﾊﾆｳ ﾄﾓｴ 02:25:59釧路市223 3412 坂野　利恵 ｻｶﾉ ﾘｴ 02:26:15釧路市224 3574 伊藤　香織 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 02:26:27旭川市225 3655 浅野　真紀 ｱｻﾉ ﾏｷ 02:26:27登別市226 3575 眞壁　夢子 ﾏｶﾍﾞ ﾕﾒｺ 02:26:47音更町227 3477 川上　亜希子 ｶﾜｶﾐ ｱｷｺ 02:27:06札幌市228 3419 木下　眞由美 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕﾐ 02:27:23旭川市229 3559 伊藤　綾 ｲﾄｳ ｱﾔ 02:28:24札幌市230 3667 山田　恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 02:28:29江別市231 3520 釜萢　陽子 ｶﾏﾔﾁ ﾖｳｺ 02:28:37釧路市232 3465 松浦　梨恵 ﾏﾂｳﾗ ﾘｴ ＭＳＡ 02:28:39札幌市233 3505 菊川　未紀 ｷｸｶﾜ ﾐｷ 菊川牧場 02:28:48愛知県234 3607 田中　周子 ﾀﾅｶ ｼｭｳｺ チーム田中家 02:28:51釧路市235 3452 今井　美香 ｲﾏｲ ﾐｶ 帯広開発建設部 02:29:08帯広市236 3522 下山　英子 ｼﾓﾔﾏ ｴｲｺ ｓｉｄｅーＢ 02:29:20札幌市237 3609 佐藤　佳那 ｻﾄｳ ｶﾅ 02:29:27帯広市238 3491 田中　奈緒 ﾀﾅｶ ﾅｵ 02:29:45大阪府239 3577 松田　絵美 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾐ フラノベース 02:29:50富良野市240 3626 野村　峰子 ﾉﾑﾗ ﾐﾈｺ アイアンホルン 02:30:05苫小牧市241 3697 吉田　裕美 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐ 02:30:23帯広市242 3671 米地　奈々 ﾖﾈﾁ ﾅﾅ チーム坂田 02:30:55新得町243 3681 宮本　幸江 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷｴ 02:32:02札幌市244 3407 田中　美和子 02:32:04上士幌町245 3434 加藤　瑞希 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 02:32:54帯広市246 3625 本間　淳子 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｺ 02:33:15宮城県247 3422 水崎　こずえ ﾐｽﾞｻｷ ｺｽﾞｴ 02:33:18中札内村248 3595 伊藤　奈穂 ｲﾄｳ ﾅｵ アルク 02:33:43札幌市249 3614 久保　未央 ｸﾎﾞ ﾐｵ 02:33:46釧路市250 3605 武田　果奈 ﾀｹﾀﾞ ｶﾅ 02:33:52札幌市print :2019/10/28 10:24:15 60/111 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35歳～49歳 カナ 市町村251 3568 大河内　諭美 ｵｵｺｳﾁ ﾕﾐ ルチアーノＲＣ 02:34:17北広島市252 3510 伊藤　美鈴 ｲﾄｳ ﾐｽｽﾞ 02:34:28厚岸町253 3553 鈴木　亜実 ｽｽﾞｷ ｱﾐ 02:34:53南富良野254 3640 高橋　のぞみ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 02:34:59帯広市255 3704 渡辺　琴美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾐ 02:35:03帯広市256 3408 早田　暁世 ﾊﾔﾀ ｱｷﾖ 02:35:45帯広市257 3631 萬亀山　明子 ﾏｷﾔﾏ ｱｷｺ 02:37:20大樹町258 3649 掛川　真紀 ｶｹｶﾞﾜ ﾏｷ 主婦三郎 02:38:50別海町259 3620 森　多喜子 ﾓﾘ ﾀｷｺ 帯広厚生病院 02:40:23帯広市260 3668 関川　清子 ｾｷｶﾜ ｾｲｺ 02:40:28帯広市261 3567 古道　育世 ﾌﾙﾐﾁ ｲｸﾖ 02:41:25帯広市262 3617 大宮　砂織 ｵｵﾐﾔ ｻｵﾘ 02:41:51北見市263 3675 園田　かおり ｿﾉﾀﾞ ｶｵﾘ 02:42:24釧路市264 3628 住友　希久子 ｽﾐﾄﾓ ｷｸｺ 02:42:45苫小牧市265 3613 明石　美雪 ｱｶｼ ﾐﾕｷ 02:42:59札幌市266 3514 渡部　笑子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 02:43:51新得町267 3484 渡辺　美保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 02:44:52富良野市268 3576 三ケ田　由貴 ﾐｹﾀ ﾕｳｷ ＨＴＦ 02:45:30中標津町269 3630 篠永　けい子 ｼﾉﾅｶﾞ ｹｲｺ 役ＢＡＲ 02:45:30中標津町270 3570 東海林　利江 ｼｮｳｼﾞ ﾘｴ 02:45:58東京都271 3633 太田　芙美子 ｵｵﾀ ﾌﾐｺ 02:46:23釧路市272 3423 五十嵐　一美 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾄﾐ 02:46:33帯広市273 3537 佐藤　わかな ｻﾄｳ ﾜｶﾅ あなたに夢中 02:47:12札幌市274 3670 田子　恵梨 ﾀｺﾞ ｴﾘ 02:47:22札幌市275 3436 太田　美紀 ｵｵﾀ ﾐｷ 02:47:42帯広市276 3687 竹原　尚枝 ﾀｹﾊﾗ ﾅｵｴ 02:49:42帯広市277 3639 合田　祥子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｳｺ 藤江ガールズ 02:50:06北見市278 3466 千葉　早苗 ﾁﾊﾞ ｻﾅｴ さなちんランド 02:52:54帯広市279 3693 石津　準子 ｲｼﾂﾞ ｼﾞｭﾝｺ 02:53:55東京都280 3480 鈴木　えみ子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 02:54:13札幌市281 3495 柳澤　幹枝 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｴ ぴょんぴょん 02:56:00士別市282 3598 斉藤　絵里 ｻｲﾄｳ ｴﾘ 02:57:12旭川市283 3530 高橋　麻理子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 日清医療食品 02:57:32帯広市284 3682 板垣　暁子 ｲﾀｶﾞｷ ｱｷｺ 02:58:16広島県285 3669 関根　祥子 ｾｷﾈ ｼｮｳｺ 03:02:05本別町286 3632 長屋　光 ﾅｶﾞﾔ ﾋｶﾘ チームＴＴ 03:03:02帯広市
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