
第33回 とまこまいマラソン大会 2016/10/09

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ
Ｌ女子中学生以上 10Km

1 4689 森永 渚咲 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾅｷﾞｻ ヒデトス 0:41:19

2 4655 進藤 真理 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾘ 室蘭入江ＲＣ 0:42:08

3 4624 渡辺 真佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 苫小牧市 0:44:03

4 4678 大森 美咲 ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 千歳市 0:44:38

5 4653 木藤 幸子 ｷﾄﾞｳ ｻﾁｺ 苫小牧市 0:45:03

6 4605 柴田　美幸 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ ㈱阿部工業所 0:45:08

7 4652 平中 真弓 ﾀｲﾅｶ ﾏﾕﾐ コナミ藻岩 0:47:05

8 4630 横山 加奈子 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 苫小牧市 0:48:19

9 4671 松田 史織 ﾏﾂﾀﾞ ｼｵﾘ 足寄町 0:48:21

10 4647 安部 淳子 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 苫小牧市 0:48:46

11 4680 岸本 寛美 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 室蘭市 0:49:39

12 4618 櫻井　美代子 ｻｸﾗｲ ﾐﾖｺ 苫小牧市 0:49:52

13 4622 遠山　ゆりえ ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘｴ 苫小牧市 0:50:19

14 4633 岩城 未央子 ｲﾜｷ ﾐｵｺ 札幌市 0:50:28

15 4660 豊田 基穂 ﾄﾖﾀ ｷﾎ ごきげん真栄 0:50:31

16 4646 坂尻 京子 ｻｶｼﾞﾘ ｷｮｳｺ 歩っ君 0:51:50

17 4615 志賀　亜貴絵 ｼｶﾞ ｱｷｴ ＮＯＰ４８ 0:52:30

18 4617 佐々木　一代 ｻｻｷ ｶｽﾞﾖ ホーチャンＡＣ 0:52:46

19 4610 千葉　邦子 ﾁﾊﾞ ｸﾆｺ 苫小牧気分は走会 0:52:49

20 4623 狭間　麻由美 ﾊｻﾞﾏ ﾏﾕﾐ （株）ホテルニュー王子 0:53:09

21 4632 赤坂 史織 ｱｶｻｶ ｼｵﾘ 苫小牧気分は走会 0:53:31

22 4621 浅野　裕美 ｱｻﾉ ﾕﾐ チームつぐみ 0:53:54

23 4651 平田 夏子 ﾋﾗﾀ ﾅﾂｺ 札幌市 0:54:20

24 4611 松尾　紗由美 ﾏﾂｵ ｻﾕﾐ 苫小牧埠頭㈱ 0:54:24

25 4634 宮本 磨巳子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾐｺ 苫小牧総合経済高校 0:54:50

26 4601 金沢　史津子 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾂﾞｺ 苫小牧フレンズ 0:55:22

27 4673 加藤 泰子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ 室蘭市 0:55:40

28 4620 星野　順子 ﾎｼﾉ ｼﾞｭﾝｺ ＭＸＶ・ＮＵＭ 0:55:49

29 4614 佐々木　絢香 ｻｻｷ ｱﾔｶ ＮＯＰ４８ 0:55:49

30 4636 中野 久美 ﾅｶﾉ ｸﾐ 厚沢部ＲＣ 0:55:58

31 4603 千葉　由里加 ﾁﾊﾞ ﾕﾘｶ 北海道千歳北陽高等学校 0:55:59

32 4619 宮武　富美子 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐｺ 登別市 0:56:08

33 4679 水澤 美由貴 ﾐｽﾞｻﾜ ﾐﾕｷ 室蘭市 0:56:14

34 4640 山口 朋美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 苫小牧市 0:56:46

35 4674 東山 智美 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾄﾓﾐ 旭川市 0:57:01

36 4604 白山　真理子 ｼﾗﾔﾏ ﾏﾘｺ 苫小牧市 0:57:08

37 4643 松原 弘子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 苫小牧市 0:57:19

38 4675 村上 多恵子 ﾑﾗｶﾐ ﾀｴｺ 苫小牧市 0:57:27

39 4609 菊池　千亜紀 ｷｸﾁ ﾁｱｷ 苫小牧市 0:58:11

40 4659 梅川 みちる ｳﾒｶﾜ ﾐﾁﾙ ギネス 0:58:13

41 4685 阿部 芳恵 ｱﾍﾞ ﾖｼｴ 尚志館ＪＵＤＯ 0:58:20

42 4692 茂田　恵美子 ﾓﾀﾞ ｴﾐｺ 苫小牧市 0:58:45

43 4684 水見 智織 ﾐｽﾞﾐ ﾁｵﾘ 尚志館ＪＵＤＯ 0:58:46

44 4686 江副 佳世 ｴｿﾞｴ ｶﾖ 白老町 0:59:01

45 4656 白川 香奈子 ｼﾗｶﾜ ｶﾅｺ 室蘭市 0:59:11

46 4677 笠原 麻未 ｶｻﾊﾗ ｱｻﾐ 苫小牧市 0:59:16

47 4616 野澤　由美 ﾉｻﾞﾜ ﾕﾐ ＮＯＰ４８ 1:00:25

48 4635 増原 聡子 ﾏｽﾊﾗ ｻﾄｺ 苫小牧市 1:00:33

49 4688 坪田 ゆりえ ﾂﾎﾞﾀ ﾕﾘｴ 札幌市 1:00:37

50 4663 大浜 ひろみ ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ 苫小牧市 1:00:40
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51 4637 住友 希久子 ｽﾐﾄﾓ ｷｸｺ 苫小牧市 1:00:47

52 4606 平郡　ひとみ ﾋﾗｺﾞｳﾘ ﾋﾄﾐ 田村税務会計事務所 1:00:58

53 4690 小田 亜由美 ｵﾀﾞ ｱﾕﾐ ヒデトス 1:01:10

54 4626 田口 郁恵 ﾀｸﾞﾁ ｲｸｴ 苫小牧市 1:01:24

55 4683 寺山 順子 ﾃﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 苫小牧市 1:01:55

56 4676 坂本 知弥 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ 苫小牧市 1:02:32

57 4645 山本 みゆき ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 苫小牧市 1:02:58

58 4654 堀江 可津美 ﾎﾘｴ ｶﾂﾞﾐ 埼玉県 1:02:59

59 4666 野内 美里 ﾉｳﾁ ﾐｻﾄ 壮瞥町 1:03:55

60 4612 亀谷　晶子 ｶﾒﾔ ｱｷｺ 苫小牧市 1:04:04

61 4631 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ グリーンコート 1:04:05

62 4669 宮本 絵理子 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘｺ 室蘭市 1:04:16

63 4638 木戸 てい子 ｷﾄﾞ ﾃｲｺ 苫小牧市 1:04:43

64 4649 高山 幸子 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｺ 室蘭Ｖｉｇｏｒ 1:04:51

65 4648 坂本 夕香里 ｻｶﾓﾄ ﾕｶﾘ 札幌市 1:05:37

66 4667 はせ ちいの ﾊｾ ﾁｲﾉ チームとまこむ 1:06:09

67 4670 山越 啓子 ﾔﾏｺｼ ｹｲｺ 室蘭市 1:06:55

68 4627 堀 孝子 ﾎﾘ ﾀｶｺ 東京都 1:06:57

69 4691 内山　麻子 ｳﾁﾔﾏ ｱｻｺ チームたおる 1:07:14

70 4668 沼田 美嘉 ﾇﾏﾀ ﾐｶ チームとまこむ 1:08:29

71 4641 正保 里恵子 ｼｮｳﾎﾞ ﾘｴｺ 帯広 1:08:44

72 4608 田辺　暁子 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 白老町 1:09:37

73 4657 岩本 晶子 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｺ 白老町 1:09:37

74 4658 岡本 美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 札幌市 1:10:59

75 4639 山口 由貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 苫小牧市 1:11:01

76 4628 澤田 忍 ｻﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 1:11:14

77 4642 田上 優子 ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｺ 札幌市 1:11:20

78 4629 日沼 美佳 ﾋﾇﾏ ﾐｶ 札幌市 1:11:23

79 4602 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 苫小牧気分は走会 1:12:10

80 4661 石垣 友梨 ｲｼｶﾞｷ ﾕﾘ 札幌市 1:12:49

81 4613 山口　かおる ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ ヤマグチＲＣ 1:14:53

82 4662 澤田 美佳 ｻﾜﾀﾞ ﾐｶ 函館市 1:16:37

83 4664 辻 英里子 ﾂｼﾞ ｴﾘｺ 苫小牧市 1:23:17

84 4607 西川　育美 ﾆｼｶﾜ ｲｸﾐ 田村税務会計事務所 1:24:01
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