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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 4251 栗林 由利子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｺ 札幌市 0:44:13

2 4220 尾崎 弘恵 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｴ 札幌市 0:44:35

3 4249 鶴田 真紀子 ﾂﾙﾀ ﾏｷｺ 札幌市 0:45:41

4 4243 野切 幸子 ﾉｷﾞﾘ ｻﾁｺ 札幌市 0:48:39

5 4205 後藤 美佳 ｺﾞﾄｳ ﾐｶ 北広島市 0:49:19

6 4201 中林 玲香 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 旭川市 0:49:49

7 4213 佐藤 千絵子 ｻﾄｳ ﾁｴｺ 札幌市 0:50:38

8 4204 間 綾子 ﾊｻﾞﾏ ｱﾔｺ 札幌市 0:51:13

9 4241 兼子 真弓 ｶﾈｺ ﾏﾕﾐ 旭川市 0:51:55

10 4227 三井 美奈子 ﾐﾂｲ ﾐﾅｺ 士別市 0:53:00

11 4235 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 0:53:25

12 4238 南 真英子 ﾐﾅﾐ ﾏｲｺ 札幌市 0:54:10

13 4236 村上 路代 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾁﾖ 旭川市 0:54:34

14 4214 小島 志津香 ｺｼﾞﾏ ｼﾂﾞｶ 札幌市 0:55:33

15 4218 百合野 知代 ﾕﾘﾉ ﾄﾓﾖ 札幌市 0:56:10

16 4215 浅野目 寛子 ｱｻﾉﾒ ﾋﾛｺ 札幌市 0:56:13

17 4245 石井 裕子 ｲｼｲ ﾋﾛｺ 千歳市 0:56:33

18 4209 折田 めぐみ ｵﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 0:56:39

19 4232 西村 奈央 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 札幌市 0:57:02

20 4252 笠原 佳子 ｶｻﾊﾗ ｹｲｺ 札幌市 0:57:06

21 4259 秋野 都絵 ｱｷﾉ ｻﾄｴ 札幌市 0:58:49

22 4231 川内 奈津子 ｶﾜｳﾁ ﾅﾂｺ 網走市 0:58:57

23 4206 松崎 理佳 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｶ 札幌市 0:59:51

24 4239 佐藤 貴子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 札幌市 1:00:00

25 4246 渡邉 久美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 千歳市 1:00:17

26 4258 西村 奈美 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾐ 札幌市 1:00:20

27 4210 豊田 基穂 ﾄﾖﾀ ｷﾎ 札幌市 1:01:19

28 4217 佐井川 淳子 ｻｲｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:02:11

29 4224 高橋 由紀子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ 札幌市 1:02:15

30 4202 小野垣 有美 ｵﾉｶﾞｷ ﾕﾐ 沼田町 1:03:06

31 4254 佐久間 英子 ｻｸﾏ ｴｲｺ 天塩町 1:04:11

32 4240 小林 暁子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 札幌市 1:04:25

33 4237 鎌田 由樹子 ｶﾏﾀ ﾕｷｺ 北広島市 1:05:15

34 4216 石谷 絵里 ｲｼﾀﾆ ｴﾘ 札幌市 1:05:24

35 4247 木村 有紀子 ｷﾑﾗ ﾕｷｺ 札幌市 1:06:19

36 4225 綿木 裕美 ﾜﾀｷ ﾋﾛﾐ 旭川市 1:06:29

37 4230 平嶋 三奈 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾐﾅ 札幌市 1:07:58

38 4257 吉田 友紀 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ 札幌市 1:07:59

39 4242 岡本 美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 札幌市 1:08:10

40 4256 村田 宏美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:08:13

41 4212 漆崎 真奈美 ｳﾙｼｻﾞｷ ﾏﾅﾐ 札幌市 1:08:32

42 4253 伊藤 理恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 札幌市 1:08:51

43 4234 若林 洋美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:09:00

44 4226 湯藤 瑞代 ﾕﾄｳ ﾐｽﾞﾖ 札幌市 1:09:04

45 4250 定岡 那奈江 ｻﾀﾞｵｶ ﾅﾅｴ 札幌市 1:09:34

46 4219 吉村 早苗 ﾖｼﾑﾗ ｻﾅｴ 札幌市 1:11:08

47 4248 伊勢 洋美 ｲｾ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:12:16

48 4223 小林 陽子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 札幌市 1:18:19

49 4211 小林 靖子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 札幌市 1:19:38

50 4233 勝部 優子 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳｺ 札幌市 1:27:57
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51 4222 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 札幌市 1:31:30
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