
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50歳～64歳 カナ 市町村1 234 太田　尚子 ｵｵﾀ ﾅｵｺ 作．ＡＣ北海道 01:27:53苫小牧市2 3810 馬場　美帆 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾎ 作．ＡＣ札幌 01:27:58苫小牧市3 116 浅沼　由香 ｱｻﾇﾏ ﾕｶ ちばりよ～ＲＣ 01:29:11札幌市4 3931 大澤　利香 ｵｵｻﾜ ﾘｶ 01:34:15千歳市5 231 山岸　直美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾐ 凡人ＲＣ 01:36:13札幌市6 3922 高澤　三千代 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾁﾖ 01:36:19釧路市7 3804 岡久　雅子 ｵｶﾋｻ ﾏｻｺ 01:39:01ニセコ町8 3952 青田　美佐 ｱｵﾀ ﾐｻ 01:41:42音更町9 3928 蓑島　明美 ﾐﾉｼﾏ ｱｹﾐ 音更町 01:41:57音更町10 3853 伊藤　直子 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 新得・伊藤産業 01:42:34新得町11 3913 今野　優子 ｺﾝﾉ ﾕｳｺ 01:42:40滝川市12 3917 町野　里美 ﾏﾁﾉ ｻﾄﾐ 札幌スポ館ＲＣ 01:43:24札幌市13 3898 高橋　佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 手稲渓仁会病院 01:43:24札幌市14 3932 太田　千恵 ｵｵﾀ ﾁｴ 01:44:03札幌市15 3866 服部　以久美 ﾊｯﾄﾘ ｲｸﾐ チームハンゾ 01:44:33旭川市16 3930 小林　浩美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 01:46:39千歳市17 3872 串間　京子 ｸｼﾏ ｷｮｳｺ ＨＡＮＺＯ 01:47:38旭川市18 199 小野　清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 道マラソンク 01:49:06札幌市19 3809 石田　政乃 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉ 01:49:09網走市20 3851 藤田　聡美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾐ 01:49:56札幌市21 3891 佐藤　雅代 ｻﾄｳ ﾏｻﾖ キャラサラ 01:50:04旭川市22 3857 神　友恵 ｼﾞﾝ ﾄﾓｴ 旭川 01:50:41旭川市23 3817 有馬　未央 ｱﾘﾏ ﾐｵ 01:50:41帯広市24 3847 長野　富美恵 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐｴ ＯＢＩＴＯＲＡ 01:51:07帯広市25 3942 水間　敏江 ﾐｽﾞﾏ ﾄｼｴ 01:51:28札幌市26 3916 川口　裕美子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 前田森林ラン 01:51:36札幌市27 3869 郷　俊子 ｺﾞｳ ﾄｼｺ ＵＲＣ 01:52:11札幌市28 197 石田　美智子 ｲｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 長谷川塾 01:52:38札幌市29 201 牧野　ひろみ ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ 北海道ＴＲＣ 01:53:03札幌市30 3915 石田　明子 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 01:53:07札幌市31 3858 天野　聡子 ｱﾏﾉ ｱｷｺ 01:53:45札幌市32 3897 小国　淑恵 ｺｸﾞﾆ ﾖｼｴ 01:54:26釧路市33 3939 岡田　幸子 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ 01:54:37白老町34 170 高橋　正子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ ちばりよ～ＲＣ 01:55:20札幌市35 191 熊谷　真佐枝 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｴ 道マラソンク 01:55:29札幌市36 3829 奈良　育子 01:56:02北見市37 3816 石崎　広子 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｺ 苫小牧気分走会 01:56:02厚真町38 3893 高橋　具子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ ＨＷＣＣ 01:56:10札幌市39 3887 東梅　一恵 ﾄｳﾊﾞｲ ｶｽﾞｴ 北見はしろう会 01:56:31北見市40 3910 原田　夕子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｺ 赤レンガ走友会 01:56:52釧路市41 3921 小野寺　美陽子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾖｺ 01:57:23札幌市42 3803 清原　真樹子 ｷﾖﾊﾗ ﾏｷｺ 01:58:04新得町43 3948 若林　智子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 01:58:07旭川市44 3825 岩山　直美 ｲﾜﾔﾏ ﾅｵﾐ 01:58:14釧路市45 3908 深谷　弘美 ﾌｶﾔ ﾋﾛﾐ 01:58:36旭川市46 3867 松村　桂 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾗ 01:58:37札幌市47 3963 津田　佳子 ﾂﾀﾞ ﾖｼｺ 01:58:47帯広市48 3852 丸山　恵 ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 01:58:55芽室町49 3856 菅原　美保 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ 01:58:58札幌市50 3879 川島　佳子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 01:59:16帯広市print :2019/10/28 10:24:15 62/111 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50歳～64歳 カナ 市町村51 3920 川代　和子 ｶﾜｼﾛ ｶｽﾞｺ 札幌市社協 02:00:08札幌市52 3871 中川　美智子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 北海道エネルギ 02:00:15小樽市53 209 矢部　一恵 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞｴ 札幌エクセルＲ 02:00:16札幌市54 3909 中谷　ことみ ﾅｶﾀﾆ ｺﾄﾐ ＯＫ２ 02:00:22札幌市55 3941 松田　孝子 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｺ 三笠ひだまり 02:00:29三笠市56 3848 角　由紀子 ｽﾐ ﾕｷｺ 02:00:30札幌市57 3936 熊谷　百合子 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾘｺ 02:01:02帯広市58 3830 富樫　美智子 ﾄｶﾞｼ ﾐﾁｺ 02:01:21旭川市59 3957 千葉　邦子 ﾁﾊﾞ ｸﾆｺ 02:01:43旭川市60 3944 高橋　企公子 ﾀｶﾊｼ ｷｸｺ 02:02:02岩見沢市61 3815 松平　智子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｻﾄｺ チーム★浪岡家 02:02:03札幌市62 3967 長谷川　須美子 ﾊｾｶﾞﾜ ｽﾐｺ 02:02:12帯広市63 3822 松田　久美子 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ 02:02:50豊頃町64 3918 関　桐子 ｾｷ ﾄｳｺ にっかまん家族 02:03:05小樽市65 3841 内野　元子 ｳﾁﾉ ﾓﾄｺ 02:03:35札幌市66 3802 中寺　静江 ﾅｶﾃﾞﾗ ｼｽﾞｴ 02:04:13滝川市67 3880 木村　美樹 ｷﾑﾗ ﾐｷ ガンネルズ 02:04:24札幌市68 3823 松本　美智子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｺ 02:05:17帯広市69 3808 伊藤　恵子 ｲﾄｳ ｹｲｺ Ｔ・Ｋ・Ｔ札幌 02:05:53札幌市70 3859 長谷川　美紀子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷｺ あいがも会 02:06:19滝川市71 3860 坂田　和嘉子 ｻｶﾀ ﾜｶｺ 六華ランナーズ 02:06:19札幌市72 3902 志知　はるみ ｼﾁ ﾊﾙﾐ 02:07:02網走市73 3805 坂田　美和 ｻｶﾀ ﾐﾜ 02:07:14札幌市74 3806 山田　栄子 ﾖｳﾀﾞ ｴｲｺ ＲＵＮらんラン 02:07:15釧路市75 3821 田中　きよみ ﾀﾅｶ ｷﾖﾐ 02:07:26帯広市76 3911 鎌田　美和子 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾜｺ びぃどろ 02:08:00江別市77 3947 北村　純子 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 02:08:02札幌市78 3951 関井　まみ子 ｾｷｲ ﾏﾐｺ 02:08:03浦幌町79 3896 中村　里美 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾐ 02:08:06帯広市80 3868 澤橋　祐子 ｻﾜﾊｼ ﾕｳｺ ルート企画設計 02:08:20札幌市81 3953 平井　真由美 ﾋﾗｲ ﾏﾕﾐ 02:09:19帯広市82 3824 安田　真由美 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾕﾐ 02:09:37帯広市83 3846 舟崎　由佳 ﾌﾅｻｷ ﾕｶ バーバームツミ 02:10:15札幌市84 3854 葛西　五月美 ｶｻｲ ｳﾂﾐ 走るＺｏｎｅ 02:11:01札幌市85 3961 三木　千恵 ﾐｷ ﾁｴ 02:11:21帯広市86 217 菅原　京子 ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ 02:11:29長沼町87 3934 平野　里香子 ﾋﾗﾉ ﾘｶｺ 02:11:33北見市88 3901 小松田　和枝 ｺﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｴ 02:11:44北見市89 3927 堀川　多鶴子 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾂﾞｺ 協立病院 02:12:00帯広市90 3855 長野　勢津子 ﾅｶﾞﾉ ｾﾂｺ ランニング 02:12:01札幌市91 3849 浅沼　双枝 ｱｻﾇﾏ ﾌﾀｴ 十勝勤医協 02:12:06帯広市92 3835 堀内　量子 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｺ 02:12:11釧路市93 3832 櫻井　郁代 ｻｸﾗｲ ｲｸﾖ 02:12:34苫小牧市94 3864 森　愛子 ﾓﾘ ｱｲｺ 02:12:57帯広市95 3892 上田　典子 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 02:13:32東京都96 3970 村田　恵 ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ 02:13:39旭川市97 3812 小川　邦子 ｵｶﾞﾜ ｸﾆｺ 02:14:47帯広市98 3925 石川　里香子 ｲｼｶﾜ ﾘｶｺ 02:14:50帯広市99 3964 菅原　雅子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｺ 札幌走ろう会 02:14:51札幌市100 216 佐藤　奈緒美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ ＲＩＳＥ　ＲＣ 02:14:57北広島市print :2019/10/28 10:24:15 63/111 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50歳～64歳 カナ 市町村101 3840 渡辺　幸恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 爆走マイペース 02:15:40札幌市102 3956 金　玉順 ｷﾑ ｵｯｽﾝ 02:15:59幕別町103 3906 石原　博美 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ 02:16:28更別村104 3873 根波　貴子 ﾈﾅﾐ ﾀｶｺ 広島壮年走ろう 02:16:48広島県105 3933 福良　薫 ﾌｸﾗ ｶｵﾙ 02:17:01札幌市106 3960 高出　裕子 ﾀｶﾃﾞ ﾕｳｺ 02:17:21兵庫県107 3883 猪股　直美 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾐ 02:17:25札幌市108 3833 長谷川　由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 02:17:31帯広市109 3886 阿部　直美 ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ キャラサラ 02:17:32旭川市110 3969 西村　幸子 ﾆｼﾑﾗ ｻﾁｺ 02:18:24芽室町111 3894 伊賀　真美 ｲｶﾞ ﾏﾐ 緑Ｔ軍団 02:18:30帯広市112 3876 矢野　かおり ﾔﾉ ｶｵﾘ 02:18:30帯広市113 3882 宮崎　裕子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ 02:18:30札幌市114 3903 長谷川　多真美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ 02:18:30帯広市115 3827 樫木　良美 ｶｼｷ ﾖｼﾐ 02:18:31音更町116 3878 武田　ゆかり ﾀｹﾀﾞ ﾕｶﾘ 02:18:39音更町117 3965 小谷　明美 ｺﾀﾆ ｱｹﾐ 02:18:59札幌市118 3801 中川　順子 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 02:19:29音更町119 3820 中谷　容子 ﾅｶﾀﾆ ﾖｳｺ 爆走マイペース 02:21:22札幌市120 3945 美藤　美香 ﾋﾞﾄｳ ﾐｶ 釧路ランナーズ 02:21:53釧路市121 3959 朝井　優子 ｱｻｲ ﾕｳｺ 日清医療食品 02:22:00帯広市122 3914 田中　弘美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ ＯＫ２ 02:22:33札幌市123 3890 安藤　尚美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ 02:22:58滝川市124 3899 我妻　智子 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾄﾓｺ チームらぐばい 02:23:01札幌市125 3943 浅見　ひとみ ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 02:23:24江別市126 3926 木全　みゆき ｷﾏﾀ ﾐﾕｷ 02:23:54北見市127 3950 若宮　祐子 ﾜﾐﾐﾔ ﾕｳｺ 02:23:57札幌市128 3905 大塚　由理子 ｵｵﾂｶ ﾕﾘｺ ｆｒｕｎ 02:24:15北広島市129 3907 安田　美保 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾎ 02:24:43江別市130 3843 岡部　途固 ｵｶﾍﾞ ﾐﾁｺ 白熊警備隊 02:24:50旭川市131 3958 澤田　美紀子 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷｺ 02:25:07江別市132 3888 飯嶋　洋子 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｳｺ 02:25:39帯広市133 3834 歌　智子 ｳﾀ ｻﾄｺ 02:26:25音更町134 3874 小池　朝子 ｺｲｹ ｱｻｺ 02:26:28大阪府135 3940 仲田　真弓 ﾅｶﾀ ﾏﾕﾐ 02:26:28愛媛県136 3862 坂本　真智代 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ 02:26:48芽室町137 3831 野口　悦子 ﾉｸﾞﾁ ｴﾂｺ 02:27:14札幌市138 3811 綾女　朋美 ｱﾔﾒ ﾄﾓﾐ 02:28:17札幌市139 3861 西出　温子 ﾆｼﾃﾞ ﾊﾙｺ 02:28:35東京都140 3946 佐藤　ひとみ ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 02:29:40江別市141 3839 神山　恵美子 ｺｳﾔﾏ ｴﾐｺ 02:29:44東京都142 226 野川　千恵子 ﾉｶﾞﾜ ﾁｴｺ 02:30:16豊頃町143 3954 多田　千恵 ﾀﾀﾞ ﾁｴ 02:30:35札幌市144 3845 大田　春美 ｵｵﾀ ﾊﾙﾐ 02:32:33札幌市145 3844 端野　友子 ﾊｼﾉ ﾄﾓｺ トムラウシ 02:33:45新得町146 3919 高橋　聡恵 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｴ 02:34:17幕別町147 3819 山崎　明美 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｹﾐ 02:36:03音更町148 3966 吉村　加奈江 ﾖｼﾑﾗ ｶﾅｴ 02:36:41札幌市149 3937 目黒　晴美 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾐ 02:36:59美幌町150 3912 馬場　由紀江 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷｴ 02:38:17札幌市print :2019/10/28 10:24:15 64/111 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50歳～64歳 カナ 市町村151 3807 西田　文美子 ﾆｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 02:38:41音更町152 3870 高橋　眞由美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 02:39:08札幌市153 3863 寺山　里恵 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｴ 帯広厚生病院 02:40:23帯広市154 3813 白石　法子 ｼﾗｲｼ ﾉﾘｺ 02:40:31帯広市155 3923 山賀　小雪 ﾔﾏｶﾞ ｺﾕｷ 帯トラ 02:40:49芽室町156 3850 高田　敦子 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｺ 02:41:26富良野市157 3837 山根　理佳 ﾔﾏﾈ ﾘｶ 02:41:31帯広市158 3826 尚和　素子 ｼｮｳﾜ ﾓﾄｺ 02:41:49帯広市159 3924 品田　亮子 ｼﾅﾀﾞ ﾘｮｳｺ 02:42:41札幌市160 3968 林　佳奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 市政会 02:44:18帯広市161 3875 佐藤　かほる ｻﾄｳ ｶｵﾙ エスマラソン部 02:44:47札幌市162 3818 佐々木　富子 ｻｻｷ ﾄﾐｺ 帯広トレクラブ 02:47:12芽室町163 3935 高橋　由美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 02:47:12帯広市164 3900 柿崎　真弓 ｶｷｻﾞｷ ﾏﾕﾐ ＯＫ２ 02:47:22札幌市165 3938 谷藤　朋代 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾄﾓﾖ ＨＫＴ５９ 02:47:49南幌町166 3895 黒川　理早 ｸﾛｶﾜ ﾘｻ 02:48:35札幌市167 3842 菊地　弘子 ｷｸﾁ ﾋﾛｺ 帯トラ 02:49:14音更町168 3929 今井　芳子 ｲﾏｲ ﾖｼｺ 02:50:33帯広市169 3838 東城　和枝 ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｽﾞｴ あずきＬＯＶＥ 02:56:44千歳市
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