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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 2167 佐々木 洋美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 網走市 3:04:33

2 2140 光岡 美貴 ﾐﾂｵｶ ﾐｷ 札幌市 3:08:25

3 2107 岩崎 麻日 ｲﾜｻｷ ｱｻｶ 北広島市 3:09:26

4 2129 高橋 理恵 ﾀｶﾊｼ ﾘｴ 札幌市 3:11:56

5 2136 梶谷 奈美 ｶｼﾞﾀﾆ ﾅﾐ 札幌市 3:15:05

6 2130 中村 清恵 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｴ 札幌市 3:18:07

7 2134 宮田 博美 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾐ 千歳市 3:23:01

8 2137 柳澤 明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｹﾐ 札幌市 3:38:37

9 2150 象谷 暁子 ｿﾞｳﾀﾆ ｱｷｺ 千歳市 3:38:44

10 2125 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 3:46:43

11 2110 齋藤 志帆 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 札幌市 3:47:29

12 2112 信田 美樹 ﾉﾌﾞﾀ ﾐｷ 札幌市 3:50:25

13 2163 千葉 志保 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市 3:51:25

14 2109 藤田 香 ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾘ 札幌市 3:55:09

15 2118 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 3:55:30

16 2111 太田 みさき ｵｵﾀ ﾐｻｷ 札幌市 3:57:26

17 2153 江崎 郁恵 ｴｻｷ ﾌﾐｴ 紋別市 3:58:05

18 2122 羽根田 千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 3:59:43

19 2135 葭内 みゆき ﾖｼｳﾁ ﾐﾕｷ 札幌市 4:00:39

20 2141 太田 美幸 ｵｵﾀ ﾐﾕｷ 深川市 4:09:00

21 2154 中谷 ことみ ﾅｶﾀﾆ ｺﾄﾐ 札幌市 4:09:20

22 2121 小坂 美香 ｺｻｶ ﾐｶ 滝川市 4:10:12

23 2147 中谷 佐津代 ﾅｶﾔ ｻﾂﾖ 旭川市 4:18:01

24 2104 渋谷 しのぶ ｼﾌﾞﾔ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:19:08

25 2131 杉野 仁美 ｽｷﾞﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 4:19:30

26 2127 田澤 三知代 ﾀｻﾞﾜ ﾐﾁﾖ 札幌市 4:24:33

27 2165 古川 美也子 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔｺ 旭川市 4:24:52

28 2114 塩見 朋美 ｼｵﾐ ﾄﾓﾐ 札幌市 4:25:56

29 2148 佐々木 真由美 ｻｻｷ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:27:10

30 2102 北川 朋恵 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｴ 札幌市 4:28:42

31 2115 屋代 昌美 ﾔｼﾛ ﾏｻﾐ 札幌市 4:28:44

32 2126 島貫 邦子 ｼﾏﾇｷ ｸﾆｺ 札幌市 4:29:45

33 2152 高橋 美知枝 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｴ 函館市 4:30:12

34 2170 湯浅 美紀子 ﾕｱｻ ﾐｷｺ 江別市 4:33:00

35 2144 前池 多智子 ﾏｴｲｹ ﾀﾁｺ 札幌市 4:33:31

36 2173 香川 麻美 ｶｶﾞﾜ ﾏﾐ 留萌市 4:33:34

37 2113 入倉 幸 ｲﾘｸﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 4:36:24

38 2171 松井 友里 ﾏﾂｲ ﾕﾘ 札幌市 4:45:46

39 2132 森田 美奈子 ﾓﾘﾀ ﾐﾅｺ 札幌市 4:47:06

40 2158 高田 真紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市 4:51:33

41 2175 佐藤 綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 札幌市 4:52:53

42 2143 島田 藤恵 ｼﾏﾀﾞ ﾌｼﾞｴ 旭川市 4:58:28

43 2142 草島 美鈴 ｸｻｼﾞﾏ ﾐｽｽﾞ 札幌市 5:02:18

44 2155 吉原 ほづ海 ﾖｼﾊﾗ ﾎﾂﾞﾐ 函館市 5:09:22

45 2161 川上 亜希子 ｶﾜｶﾐ ｱｷｺ 札幌市 5:10:29

46 2105 嶋田 えり ｼﾏﾀﾞ ｴﾘ 札幌市 5:13:51

47 2133 森 朋恵 ﾓﾘ ﾄﾓｴ 千歳市 5:20:49

48 2162 大竹 春恵 ｵｵﾀｹ ﾊﾙｴ 札幌市 5:20:55

49 2128 平山 朋子 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｺ 札幌市 5:29:37

50 2157 若林 洋美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 5:31:11
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51 2174 舘山 恵 ﾀﾃﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 千歳市 5:36:08

52 2138 鈴木 敏子 ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ 札幌市 5:55:27
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