
第34回 とまこまいマラソン大会 2017/10/08

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 6929 河原 香織 ｶﾜﾊﾗ ｶｵﾘ 室蘭入江ＲＣ 1:28:49

2 6934 児玉 亜希子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ イブリジニー 1:34:14

3 6943 高木 あゆこ ﾀｶｷﾞ ｱﾕｺ 気分は走会 1:36:23

4 6916 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 1:38:10

5 6918 伊藤 智子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ ドングリ 1:39:18

6 6965 堀江 恵理 ﾎﾘｴ ｴﾘ 札幌市 1:40:30

7 6960 橋本 亞弥 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ 安平町 1:40:42

8 6905 京野　直子 ｷｮｳﾉ ﾅｵｺ ラミタ 1:41:02

9 6948 竹内 克代 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾖ 幕別町 1:42:05

10 6909 吉岡　美希 ﾖｼｵｶ ﾐｷ フレング 1:42:24

11 6941 柴田 佳奈子 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 島．ＲＣ 1:44:33

12 6976 渡辺 真佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 苫小牧市 1:45:59

13 6904 松下　ゆかり ﾏﾂｼﾀ ﾕｶﾘ 王子製紙ＡＣ 1:47:44

14 6945 高橋 潤子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 苫小牧気分は走会 1:48:05

15 6933 栗本 幸 ｸﾘﾓﾄ ﾐﾕｷ ドングリ 1:48:48

16 6954 辻 未佳 ﾂｼﾞ ﾐｶ 室蘭市 1:49:17

17 6926 大谷 暁生 ｵｵﾀﾆ ｱｷｵ 函館走ろう会 1:49:34

18 6937 小山 麻実 ｺﾔﾏ ﾏﾐ 小樽市 1:50:08

19 6971 盛合 君枝 ﾓﾘｱｲ ｷﾐｴ 苫小牧市 1:50:41

20 6924 太田 弘美 ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:51:56

21 6940 澤木 素子 ｻﾜｷ ﾓﾄｺ 苫小牧気分は走会 1:52:16

22 6970 村上 由紀子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｺ 千歳市 1:52:42

23 6953 千葉 郁代 ﾁﾊﾞ ｲｸﾖ 室蘭入江ＲＣ 1:53:13

24 6961 橋本 日奈 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅ 安平町 1:53:27

25 6972 森松 女久美 ﾓﾘﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 島．ＲＣ 1:54:05

26 6912 金沢　明子 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷｺ 苫小牧市 1:55:34

27 6901 阿坐上　佳子 ｱｻﾞｶﾐ ﾖｼｺ （有）住吉自動車鈑金工業 1:56:16

28 6967 松田 美里 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｻﾄ 千歳市 1:56:18

29 6922 黄倉 由紀子 ｵｳｸﾗ ﾕｷｺ 深川市 1:59:23

30 6910 松下　千秋 ﾏﾂｼﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 2:01:09

31 6928 川手 麻衣子 ｶﾜﾃ ﾏｲｺ 札幌市 2:01:12

32 6949 竹村 かをる ﾀｹﾑﾗ ｶｦﾙ 札幌市 2:01:32

33 6955 土屋 加那美 ﾂﾁﾔ ｶﾅﾐ 茨城県 2:02:07

34 6903 阿部　美佐子 ｱﾍﾞ ﾐｻｺ （株）阿部工業所 2:02:10

35 6974 矢本 理恵 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市 2:02:36

36 6964 濱野 裕子 ﾊﾏﾉ ﾋﾛｺ 北広島市 2:03:58

37 6963 花輪 裕子 ﾊﾅﾜ ﾋﾛｺ ＮＲＣ 2:04:06

38 6914 吾妻 佳奈子 ｱﾂﾞﾏ ｶﾅｺ 帯広市 2:04:19

39 6915 安藤 るか ｱﾝﾄﾞｳ ﾙｶ 室蘭市 2:04:38

40 6902 金本　伊知子 ｶﾈﾓﾄ ｲﾁｺ 札幌市 2:05:03

41 6958 中山 弘子 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｺ ＶＩＶＡっＴ・Ｃ・Ｈ！めろめろめろ～ん 2:05:03

42 6932 工藤 麻波 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 爆走マイペース 2:07:32

43 6947 高山 幸子 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｺ 白鳥大橋走り隊 2:07:51

44 6957 永田 尊子 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｺ 室蘭市 2:08:28

45 6969 宗形 早知子 ﾑﾈｶﾀ ｻﾁｺ 苫小牧市 2:08:39

46 6938 佐藤 朱美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 小樽市 2:09:16

47 6950 田澤 祐子 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｺ 千葉県 2:09:40

48 6966 牧野 利絵子 ﾏｷﾉ ﾘｴｺ 苫・気分は走会 2:13:49

49 6907 狩野　綾子 ｶﾘﾉ ﾘｮｳｺ 苫小牧市 2:15:15

50 6946 高村 直子 ﾀｶﾑﾗ ﾅｵｺ 札幌市 2:15:18
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51 6930 木澤 真生 ｷｻﾞﾜ ﾏｵ 厚真町 2:15:42

52 6968 水谷 百合 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘ 愛知県 2:15:53

53 6942 鈴木 美由紀 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 泊村 2:16:33

54 6956 富岡 法子 ﾄﾐｵｶ ﾉﾘｺ 函館市 2:16:43

55 6959 西野 伊純 ﾆｼﾉ ｲｽﾞﾐ 苫小牧市 2:16:47

56 6911 松尾　紗由美 ﾏﾂｵ ｻﾕﾐ 苫小牧埠頭株式会社 2:18:24

57 6925 太田 文菜 ｵｵﾀ ﾌﾐﾅ 札幌市 2:19:35

58 6917 石畑 みさき ｲｼﾊﾀ ﾐｻｷ 小樽市 2:20:45

59 6936 小林 楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 苫小牧市 2:21:53

60 6927 小原 優衣 ｵﾊﾞﾗ ﾕｲ 恵庭市 2:22:09

61 6906 櫻井　郁代 ｻｸﾗｲ ｲｸﾖ 苫小牧市 2:22:50

62 6908 出口　文加 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔｶ 苫小牧市 2:24:57

63 6919 今関 茉莉 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘ 読むよ道新 2:25:59

64 6921 内村 彩華 ｳﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 厚真町 2:26:22

65 6962 橋本 真寿美 ﾊｼﾓﾄ ﾏｽﾐ 苫小牧市 2:28:56

66 6913 亀谷　晶子 ｶﾒﾔ ｱｷｺ 苫小牧市 2:32:04

67 6939 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ 室蘭市 2:32:04

68 6923 大久保 はるみ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ 札幌市 2:33:49
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