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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

1 1104 遠藤 千尋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 札幌市 3:12:05

2 1134 高橋 理恵 ﾀｶﾊｼ ﾘｴ 札幌市 3:13:00

3 1106 岩崎 麻日 ｲﾜｻｷ ｱｻｶ 北広島市 3:16:09

4 1125 野切 幸子 ﾉｷﾞﾘ ｻﾁｺ 札幌市 3:32:39

5 1108 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 3:34:06

6 1129 坂井 瑞生 ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ 札幌市 3:49:42

7 1152 関根 有理 ｾｷﾈ ﾕﾘ 札幌市 3:49:45

8 1114 齋藤 志帆 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 札幌市 3:50:33

9 1143 鈴木 孝子 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 北広島市 3:54:09

10 1118 羽根田 千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 3:55:30

11 1111 太田 みさき ｵｵﾀ ﾐｻｷ 札幌市 3:58:19

12 1140 市川 友希 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 札幌市 4:00:35

13 1127 小坂 美香 ｺｻｶ ﾐｶ 滝川市 4:03:16

14 1115 佐藤 優紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 札幌市 4:03:34

15 1150 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:06:45

16 1132 江崎 郁恵 ｴｻｷ ﾌﾐｴ 紋別市 4:08:50

17 1136 香川 麻美 ｶｶﾞﾜ ﾏﾐ 留萌市 4:12:36

18 1142 附田 麻美 ﾂｷﾀ ﾏﾐ 石狩市 4:17:49

19 1107 柳澤 明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｹﾐ 札幌市 4:22:10

20 1117 山下 しのぶ ﾔﾏｼﾀ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:22:12

21 1119 池田 和代 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 札幌市 4:31:47

22 1133 森田 美奈子 ﾓﾘﾀ ﾐﾅｺ 札幌市 4:32:34

23 1153 中谷 佐津代 ﾅｶﾔ ｻﾂﾖ 旭川市 4:51:31

24 1138 鈴木 幸代 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾖ 札幌市 4:51:39

25 1105 越川 恭子 ｺｼｶﾜ ｷｮｳｺ 東京都 4:53:52

26 1126 木村 径子 ｷﾑﾗ ﾐﾁｺ 札幌市 4:57:35

27 1147 高田 真紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市 5:04:41

28 1103 工藤 めぐみ ｸﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 恵庭市 5:07:56

29 1130 清藤 順子 ｾｲﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 5:11:02

30 1102 豊田 基穂 ﾄﾖﾀ ｷﾎ 札幌市 5:14:08

31 1148 西 智子 ﾆｼ ﾄﾓｺ 札幌市 5:15:42

32 1128 西長 美江 ﾆｼﾅｶﾞ ﾐｴ 旭川市 5:16:30

33 1121 西川 美南 ﾆｼｶﾜ ﾐﾅﾐ 札幌市 5:20:32

34 1116 林 恵理子 ﾊﾔｼ ｴﾘｺ 札幌市 5:29:47

35 1144 遠藤 宏美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 札幌市 5:31:48

36 1123 平山 朋子 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｺ 札幌市 5:32:47

37 1122 浜崎 妙子 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｴｺ 札幌市 5:43:17

38 1149 坂上 知恵 ｻｶｶﾞﾐ ﾁｴ 札幌市 5:45:52
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