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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 4245 柴田 佳奈子 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 千歳市 0:45:13

2 4205 尾崎 弘恵 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｴ 札幌市 0:45:34

3 4201 趙 淑嫻 ﾁｭｳ ｽｸｶﾝ 海外 0:45:38

4 4263 中村 沙矢佳 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 旭川市 0:45:51

5 4214 野切 幸子 ﾉｷﾞﾘ ｻﾁｺ 札幌市 0:48:12

6 4266 杉山 明美 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｹﾐ 札幌市 0:49:40

7 4203 渕上 玲子 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾚｲｺ 札幌市 0:50:20

8 4204 松本 文恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｴ 札幌市 0:50:48

9 4242 久保田 たまも ｸﾎﾞﾀ ﾀﾏﾓ 札幌市 0:50:56

10 4257 田代 みき ﾀｼﾛ ﾐｷ 札幌市 0:50:59

11 4244 高橋 真美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾐ 札幌市 0:51:35

12 4230 加藤 加奈子 ｶﾄｳ ｶﾅｺ 札幌市 0:51:58

13 4256 三井 美奈子 ﾐﾂｲ ﾐﾅｺ 旭川市 0:52:34

14 4239 高橋 みゆき ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 札幌市 0:54:40

15 4216 國井 桃子 ｸﾆｲ ﾓﾓｺ 札幌市 0:55:21

16 4207 野坂 のぞみ ﾉｻｶ ﾉｿﾞﾐ 札幌市 0:55:43

17 4253 天野 彩 ｱﾏﾉ ｱﾔ 札幌市 0:55:55

18 4231 荻 博子 ｵｷﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 0:56:00

19 4232 中林 玲香 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 旭川市 0:56:09

20 4209 宮本 磨巳子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾐｺ 苫小牧市 0:56:21

21 4235 戸井田 結花 ﾄｲﾀﾞ ﾕｶ 札幌市 0:56:32

22 4238 佐藤 夏生 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 札幌市 0:56:34

23 4222 兼子 真弓 ｶﾈｺ ﾏﾕﾐ 旭川市 0:57:04

24 4213 深見 真弓 ﾌｶﾐ ﾏﾕﾐ 札幌市 0:57:10

25 4208 高井 純子 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 0:57:35

26 4241 澤里 あづみ ｻﾜｻﾄ ｱﾂﾞﾐ 小樽市 0:58:15

27 4258 三木 直美 ﾐｷ ﾅｵﾐ 美幌町 0:58:30

28 4246 本間 友理 ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 札幌市 0:59:13

29 4229 佐藤 貴子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 札幌市 0:59:57

30 4212 川倉 綾子 ｶﾜｸﾗ ｱﾔｺ 音更町 1:00:05

31 4227 大内 美穂子 ｵｵｳﾁ ﾐﾎｺ 札幌市 1:00:07

32 4220 太田 瑞恵 ｵｵﾀ ﾐｽﾞｴ 札幌市 1:00:30

33 4243 阿部 久美 ｱﾍﾞ ｸﾐ 札幌市 1:01:02

34 4233 小野寺 若奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾜｶﾅ 札幌市 1:01:10

35 4264 畠山 ひとみ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:01:14

36 4255 背戸田 美智子 ｾﾄﾀﾞ ﾐﾁｺ 札幌市 1:01:20

37 4215 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 1:01:48

38 4237 藤川 聖子 ﾌｼﾞｶﾜ ｾｲｺ 札幌市 1:02:08

39 4249 岩崎 美也子 ｲﾜｻｷ ﾐﾔｺ 札幌市 1:02:13

40 4254 高橋 祥子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ 深川市 1:02:23

41 4261 久蔵 美和子 ﾋｻｸﾗ ﾐﾜｺ 札幌市 1:02:54

42 4234 村田 宏美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:03:28

43 4226 大野 夕美子 ｵｵﾉ ﾕﾐｺ 札幌市 1:04:28

44 4252 平嶋 三奈 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 札幌市 1:04:36

45 4240 齊藤 正子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 札幌市 1:05:58

46 4251 吉田 理恵 ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ 札幌市 1:06:58

47 4265 藤谷 裕子 ﾌｼﾞﾔ ﾕｳｺ 札幌市 1:07:11

48 4228 柳谷 和江 ﾔﾅｷﾞﾔ ｶｽﾞｴ 北広島市 1:09:06

49 4248 細貝 千秋 ﾎｿｶﾞｲ ﾁｱｷ 札幌市 1:09:37

50 4262 塚本 容子 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｺ 札幌市 1:09:50
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51 4221 中島 明美 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｹﾐ 石狩市 1:09:55

52 4217 太田 純子 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:11:03

53 4236 岡本 美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 札幌市 1:12:16

54 4206 南部 志保子 ﾅﾝﾌﾞ ｼﾎｺ 札幌市 1:14:01

55 4247 森 寿賀子 ﾓﾘ ｽｶﾞｺ 札幌市 1:14:07

56 4211 小林 陽子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 札幌市 1:15:45

57 4260 長尾 冬美 ﾅｶﾞｵ ﾌﾕﾐ 札幌市 1:16:29

58 4224 山田 英未 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾐ 岩見沢市 1:17:19

59 4218 森井 雅美 ﾓﾘｲ ﾏｻﾐ 帯広市 1:26:23

60 4202 増田 都子 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾔｺ 札幌市 1:30:18

61 4210 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 札幌市 1:30:42
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