
第32回 とまこまいマラソン大会 2015/10/11

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ

Ｑ女子中学生以上 ハーフ

1 6923 安藤 麗美 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ ＳＲＣ９０４ 1:26:36

2 6903 加賀　郁代 ｶｶﾞ ｲｸﾖ 苫小牧市 1:31:18

3 6909 藤澤　洋子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｺ 函館トライアスロンクラブ 1:33:13

4 6939 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 北海道マラソンクラブ 1:35:30

5 6916 石村　瞳 ｲｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 北光ファイターズ 1:35:55

6 6922 難波　啓恵 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｴ 苫小牧市 1:38:00

7 6901 高木　あゆこ ﾀｶｷﾞ ｱﾕｺ 苫小牧市 1:38:31

8 6942 菊地 悠希乃 ｷｸﾁ ﾕｷﾉ 苫小牧気分走会 1:40:48

9 6944 中寺 静江 ﾅｶﾃﾞﾗ ｼｽﾞｴ 滝川市役所 1:40:56

10 6907 京野　直子 ｷｮｳﾉ ﾅｵｺ ラミタ 1:41:50

11 6910 金沢　明子 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷｺ 苫小牧市 1:42:41

12 6936 松井 葉子 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 札幌市 1:43:08

13 6918 高橋　潤子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 気分走会 1:48:00

14 6958 児玉 亜希子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ イブリジニー 1:49:17

15 6934 鈴木 公子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 苫小牧市 1:50:05

16 6933 石崎 広子 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｺ 苫小牧気分走会 1:50:37

17 6929 辻 未佳 ﾂｼﾞ ﾐｶ 室蘭市 1:51:18

18 6952 増井 真己 ﾏｽｲ ﾏｻﾐ 札幌市 1:53:04

19 6914 櫻井　美代子 ｻｸﾗｲ ﾐﾖｺ ＪＩＮ 1:54:17

20 6912 河上　美香 ｶﾜｶﾐ ﾐｶ ㈱ほくやく 1:54:45

21 6902 阿坐上　佳子 ｱｻﾞｶﾐ ﾖｼｺ ㈲住吉自動車鈑金 1:55:07

22 6932 山﨑 真規子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷｺ 滝川市 1:55:41

23 6919 松下　千秋 ﾏﾂｼﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 1:55:52

24 6930 本内 由紀子 ﾓﾄｳﾁ ﾕｷｺ ちんすこう千歳 1:56:08

25 6931 千葉 郁代 ﾁﾊﾞ ｲｸﾖ 室蘭入江ＲＣ 1:57:23

26 6904 福澤　糸美 ﾌｸｻﾞﾜ ｲﾄﾐ 苫小牧市 1:58:19

27 6921 小林　淳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ 静岡県島田市 1:59:11

28 6953 米沢 恵利子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾘｺ 札幌市 2:00:31

29 6968 久木 早織 ｸｷ ｻｵﾘ ＴＯＴＯ 2:00:51

30 6970 南里 桃花 ﾅﾝﾘ ﾓﾓｶ 日高町 2:00:53

31 6924 小松 由紀子 ｺﾏﾂ ﾕｷｺ 苫小牧市 2:01:08

32 6906 阿部　美佐子 ｱﾍﾞ ﾐｻｺ ㈱阿部工業所 2:01:35

33 6957 矢本 理恵 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市 2:02:50

34 6951 黒牧 仰生 ｸﾛﾏｷ ｱｵｲ 札幌市 2:03:56

35 6915 西岡　治美 ﾆｼｵｶ ﾊﾙﾐ チームＹＡＳＳＡＮ家 2:05:23

36 6908 堂場　律子 ﾄﾞｳﾊﾞ ﾘﾂｺ 苫保ーク 2:05:39

37 6961 石原 博美 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ 更別村 2:08:49

38 6948 大辻 早 ｵｵﾂｼﾞ ｻｷ 室蘭市 2:09:42

39 6943 小永 悦子 ｵﾅｶﾞ ｴﾂｺ 八丁ダイラー 2:09:56

40 6917 宗形　早知子 ﾑﾈｶﾀ ｻﾁｺ 尾形歯科医院 2:10:20

41 6971 工藤 秀子 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｺ 札幌市 2:10:27

42 6928 牧野 利絵子 ﾏｷﾉ ﾘｴｺ 気分は走会 2:10:42

43 6973 硲 はるか ｻｺ ﾊﾙｶ 旭川市 2:10:45

44 6960 稲本 京子 ｲﾅﾓﾄ ｷｮｳｺ 愛知県 2:10:46

45 6955 唐川 亜弓 ｶﾗｶﾜ ｱﾕﾐ 苫小牧市 2:12:44

46 6927 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ グリーンコート 2:13:23

47 6976 齋藤 彩 ｻｲﾄｳ ｱﾔ 札幌市 2:13:23

48 6967 山下 梨絵 ﾔﾏｼﾀ ﾘｴ 札幌市 2:13:49

49 6926 平井 雅子 ﾋﾗｲ ﾏｻｺ 苫小牧気分走会 2:16:43

50 6975 伊藤 恵美 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ３Ｍ＇ｓ 2:19:24
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51 6959 有吉 美和 ｱﾘﾖｼ ﾐﾜ 苫小牧市 2:19:25

52 6956 斉藤 恵美 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 函館市 2:21:05

53 6963 兼子 愛渚 ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ 日高町 2:21:51

54 6941 村上 三奈 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅ 札幌市 2:22:59

55 6977 井上 桜 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 苫小牧市 2:23:25

56 6978 森 有希 ﾓﾘ ﾕｳｷ 札幌市 2:27:18
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