
２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5km 女子一般（高校生含む） カナ 市町村1 5701 大地　惠子 更別ＲＣ 00:23:45更別村2 5752 伊藤　茉美 ｲﾄｳ ﾏﾐ 00:24:09帯広市3 5744 谷　奈々美 ﾀﾆ ﾅﾅﾐ 帯広市 00:24:12帯広市4 5722 竹田　久美子 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐｺ 00:25:23音更町5 5727 都築　こず恵 ﾂﾂﾞｷ ｺｽﾞｴ 北海道フーズ 00:25:36音更町6 5707 藤澤　智恵子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾁｴｺ 日高信金広尾支店 00:25:41広尾町7 5753 田嶋　美玖 ﾀｼﾞﾏ ﾐｸ 帯広畜産大学 00:26:39帯広市8 5747 木村　清子 ｷﾑﾗ ｾｲｺ 00:26:47岩見沢市9 5730 井上　美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 公立芽室病院 00:27:20清水町10 5732 金子　茉莉 ｶﾈｺ ﾏﾘ 00:27:23帯広市11 5710 高橋　早苗 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 00:27:28室蘭市12 5718 川村　千晶 ｶﾜﾑﾗ ﾁｱｷ 00:27:58札幌市13 5741 辻　由桂 ﾂｼﾞ ﾕｶ 00:28:27芽室町14 5750 千葉　春菜 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾅ 00:28:36帯広市15 5745 雄谷　咲紀 ｵｵﾔ ｻｷ 00:28:41広尾町16 5755 鈴木　あすみ ｽｽﾞｷ ｱｽﾐ 帯広畜産大学 00:29:01帯広市17 5754 宮内　絢子 ﾐﾔｳﾁ ｱﾔｺ 帯広畜産大学 00:29:24帯広市18 5721 阿部　美香 ｱﾍﾞ ﾐｶ 00:29:26帯広市19 5740 瀧本　あし野 ﾀｷﾓﾄ ｱｼﾉ 00:30:16帯広市20 5738 甕岡　利奈 ｶﾒｵｶ ﾘﾅ 00:30:18音更町21 5746 堀　明奈 ﾎﾘ ｱｷﾅ 00:30:37音更町22 5734 畠山　美忍 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐｵ 00:30:47帯広市23 5711 今井　芳子 ｲﾏｲ ﾖｼｺ 00:31:11帯広市24 5725 長野　美咲 ﾅｶﾞﾉ ﾐｻｷ 00:31:12帯広市25 5708 松田　はつ枝 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾂｴ 00:31:15帯広市26 5712 高橋　聡恵 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｴ 00:31:37幕別町27 5733 山中　加奈恵 ﾔﾏﾅｶ ｶﾅｴ 鹿追町 00:32:10鹿追町28 5709 玉澤　緑 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 帯広ランナーズ 00:32:16帯広市29 5743 長田　安里 ｵｻﾀﾞ ｱﾝﾘ 00:32:18帯広市30 5749 田村　愛子 ﾀﾑﾗ ｱｲｺ 00:32:47帯広市31 5715 岸本　奈美 ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 00:32:54札幌市32 5704 林　眞純 ﾊﾔｼ ﾏｽﾐ 帯広ランラン 00:33:00帯広市33 5724 石澤　絵里 ｲｼｻﾞﾜ ｴﾘ チームまもる 00:33:09札幌市34 5702 太田　葉子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 帯広ランナーズ 00:33:10幕別町35 5705 三浦　千鶴子 ﾐｳﾗ ﾁﾂﾞｺ 緑ヶ丘分区保護司 00:33:11帯広市36 5726 平　しのぶ ﾀｲﾗ ｼﾉﾌﾞ 00:33:12音更町37 5717 中尾　ともこ ﾅｶｵ ﾄﾓｺ 00:33:28芽室町38 5728 村西　由紀 ﾑﾗﾆｼ ﾕｷ 00:33:52帯広市39 5751 藤井　翔子 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺ 00:33:52帯広市40 5739 鷲見　佳苗 ﾜｼﾐ ｶﾅｴ 00:34:17士幌町41 5713 横洲　由香子 ﾖｺｽ ﾕｶｺ 00:34:47更別村42 5731 堀　那緒子 ﾎﾘ ﾅｵｺ 00:34:47更別村43 5719 星越　恵理 ﾎｼｺｼ ｴﾘ 00:34:47帯広市44 5723 野澤　伸子 ﾉｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 00:35:01帯広市45 5716 小田　由美 ｵﾀﾞ ﾕﾐ 00:35:17音更町46 5720 和渕　裕恵 ﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛｴ 00:36:18帯広市47 5735 石井　佐奈美 ｲｼｲ ｻﾅﾐ 00:36:19中標津町48 5748 堂山　美文 ﾄﾞｳﾔﾏ ﾐﾌﾐ 00:37:04帯広市49 5703 三浦　栄子 ﾐｳﾗ ｴｲｺ 帯広トレーニングＫＢ 00:38:00帯広市50 5736 杉山　絹子 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾇｺ 00:38:00広尾町print :2015/10/04 13:57:19 1/2 ページTimed by　アイサム



２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブ5km 女子一般（高校生含む） カナ 市町村51 5737 荒井　牧 ｱﾗｲ ﾏｷ 00:38:01広尾町52 5714 川口　一美 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 00:39:21広尾町
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