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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 2249 栗山 るり子 ｸﾘﾔﾏ ﾙﾘｺ 札幌市 3:23:49

2 2234 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 札幌市 3:29:02

3 2232 山本 尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 札幌市 3:35:29

4 2224 太田 千恵 ｵｵﾀ ﾁｴ 札幌市 3:37:19

5 2267 高橋 真枝 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 札幌市 3:38:39

6 2231 松浦 眞珠実 ﾏﾂｳﾗ ﾏｽﾐ 札幌市 3:41:05

7 2257 田中 園子 ﾀﾅｶ ｿﾉｺ 札幌市 3:46:37

8 2212 橋本 恵 ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 3:49:43

9 2241 佐藤 芳惠 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 苫小牧市 3:58:34

10 2215 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｷ 札幌市 3:58:36

11 2273 小川 ひとみ ｵｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 小樽市 4:01:07

12 2275 郷 俊子 ｺﾞｳ ﾄｼｺ 江別市 4:01:14

13 2226 葛西 五月美 ｶｻｲ ｳﾂﾐ 札幌市 4:03:29

14 2209 和田 洋子 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 4:04:11

15 2256 土門 真紀子 ﾄﾞﾓﾝ ﾏｷｺ 札幌市 4:05:41

16 2217 池田 晶子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 4:06:46

17 2280 渡辺 光子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 北見市 4:07:27

18 2228 高橋 知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 札幌市 4:10:28

19 2229 羽賀 和嘉子 ﾊｶﾞ ﾜｶｺ 礼文町 4:10:34

20 2207 三浦 一恵 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｴ 札幌市 4:10:48

21 2260 石崎 民枝 ｲｼｻﾞｷ ﾀﾐｴ 札幌市 4:14:04

22 2266 中川原 幸江 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 札幌市 4:15:42

23 2213 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ 札幌市 4:18:57

24 2258 藤江 幸子 ﾌｼﾞｴ ｻﾁｺ 札幌市 4:20:09

25 2236 日野 ひとみ ﾋﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 4:21:11

26 2244 大平 美恵子 ｵｵﾋﾗ ﾐｴｺ 幌加内町 4:21:32

27 2274 千保 由美子 ｾﾝﾎﾟ ﾕﾐｺ 札幌市 4:23:11

28 2261 佐藤 雅子 ｻﾄｳ ﾏｻｺ 東神楽町 4:28:54

29 2270 長尾 恵子 ﾅｶﾞｵ ｹｲｺ 札幌市 4:29:17

30 2216 根布 博子 ﾈﾌﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 4:29:28

31 2248 山田 静香 ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ 札幌市 4:33:44

32 2240 紀本 知子 ｷﾓﾄ ﾄﾓｺ 札幌市 4:35:15

33 2264 上岡 明美 ｶﾐｵｶ ｱｹﾐ 札幌市 4:39:14

34 2263 渡辺 素子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｺ 札幌市 4:41:00

35 2235 新田 郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 4:41:02

36 2276 田中 雅美 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 札幌市 4:41:04

37 2204 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 札幌市 4:41:40

38 2272 因 和代 ｲﾝ ｶｽﾞﾖ 湧別町 4:41:51

39 2227 吉川 由紀子 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ 京極町 4:43:12

40 2259 花田 眞由美 ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾕﾐ 北見市 4:45:56

41 2203 中野 清子 ﾅｶﾉ ｾｲｺ 札幌市 4:49:35

42 2247 村木 洋子 ﾑﾗｷ ﾖｳｺ 札幌市 4:49:48

43 2265 大橋 敬子 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ 札幌市 4:49:57

44 2221 齋藤 好江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 4:49:57

45 2220 岩谷 ひとみ ｲﾜﾔ ﾋﾄﾐ 小樽市 4:50:00

46 2251 蛯名 恵美 ｴﾋﾞﾅ ｴﾐ 札幌市 4:51:16

47 2202 安達 美幸 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾕｷ 札幌市 4:53:33

48 2252 佐々木 さゆり ｻｻｷ ｻﾕﾘ 札幌市 4:54:55

49 2211 馬場 由紀江 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷｴ 札幌市 5:00:05

50 2208 中村 久美子 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 札幌市 5:03:47
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51 2246 合田 美樹 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｷ 札幌市 5:05:11

52 2242 大山 亜紀子 ｵｵﾔﾏ ｱｷｺ 札幌市 5:05:38

53 2282 武田 千草 ﾀｹﾀﾞ ﾁｸﾞｻ 札幌市 5:08:04

54 2277 宮本 ゆかり ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶﾘ 札幌市 5:15:08

55 2255 大塚 由理子 ｵｵﾂｶ ﾕﾘｺ 北広島市 5:25:41
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