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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 4338 島崎 千春 ｼﾏｻﾞｷ ﾁﾊﾙ 札幌市 0:42:20

2 4325 松浦 眞珠実 ﾏﾂｳﾗ ﾏｽﾐ 札幌市 0:44:55

3 4309 下川 直美 ｼﾓｶﾜ ﾅｵﾐ 札幌市 0:47:52

4 4346 澤 由美 ｻﾜ ﾕﾐ 札幌市 0:48:30

5 4349 山内 千春 ﾔﾏｳﾁ ﾁﾊﾙ 札幌市 0:49:04

6 4303 澤谷 規子 ｻﾜﾔ ﾉﾘｺ 札幌市 0:49:28

7 4330 中川 久美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾐｺ 札幌市 0:49:37

8 4328 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 0:49:54

9 4321 小村 幸 ｺﾑﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 0:50:52

10 4348 猪瀬 奈緒子 ｲﾉｾ ﾅｵｺ 札幌市 0:50:53

11 4336 渡辺 みずほ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 江別市 0:52:01

12 4347 強力 利里 ｺﾞｳﾘｷ ﾘﾘ 札幌市 0:52:28

13 4351 佐藤 加代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 札幌市 0:53:39

14 4339 寺口 芽理 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾒﾘ 札幌市 0:53:44

15 4302 佐藤 朱美子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 音更町 0:54:31

16 4311 勝見 真澄 ｶﾂﾐ ﾏｽﾐ 札幌市 0:56:16

17 4345 上岡 明美 ｶﾐｵｶ ｱｹﾐ 札幌市 0:56:44

18 4322 大嶋 美紀 ｵｵｼﾏ ﾐｷ 札幌市 0:57:19

19 4312 川倉 綾子 ｶﾜｸﾗ ｱﾔｺ 音更町 0:57:42

20 4343 大塚 幸子 ｵｵﾂｶ ｻﾁｺ 札幌市 0:58:20

21 4334 高田 真紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市 0:58:32

22 4314 深瀬 聖子 ﾌｶｾ ﾏｻｺ 札幌市 0:58:36

23 4340 紺野 百合子 ｺﾝﾉ ﾕﾘｺ 札幌市 0:58:36

24 4305 森 揮映子 ﾓﾘ ｷｴｺ 札幌市 0:59:59

25 4337 安達 美幸 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾕｷ 札幌市 1:00:22

26 4354 鈴木 はるみ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 札幌市 1:01:16

27 4344 中村 由美子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 余市町 1:02:17

28 4310 高橋 厚子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 千歳市 1:03:41

29 4353 松崎 裕子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｺ 札幌市 1:04:20

30 4304 坂根 利香 ｻｶﾈ ﾘｶ 登別市 1:05:16

31 4327 三上 玲美 ﾐｶﾐ ﾀﾏﾐ 札幌市 1:05:20

32 4315 今橋 文代 ｲﾏﾊｼ ﾌﾐﾖ 喜茂別町 1:05:23

33 4352 佐々木 千代子 ｻｻｷ ﾁﾖｺ 天塩町 1:05:50

34 4320 永田 千佳栄 ﾅｶﾞﾀ ﾁｶｴ 伊達市 1:07:32

35 4350 秋田谷 真弓 ｱｷﾀﾔ ﾏﾕﾐ 札幌市 1:07:42

36 4332 齋藤 美佐恵 ｻｲﾄｳ ﾐｻｴ 札幌市 1:08:13

37 4342 世戸 恵子 ｾﾄ ｹｲｺ 札幌市 1:08:14

38 4333 登山 美智子 ﾄﾔﾏ ﾐﾁｺ 札幌市 1:08:23

39 4329 藤村 秀子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｺ 札幌市 1:11:22

40 4331 篤永 ゆきの ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｷﾉ 札幌市 1:11:22

41 4341 猿渡 かよ子 ｻﾙﾜﾀﾘ ｶﾖｺ 名寄市 1:12:34

42 4316 高橋 扶美代 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾖ 札幌市 1:12:38

43 4355 天野 ひろみ ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:12:38

44 4323 泉 真弓 ｲｽﾞﾐ ﾏﾕﾐ 札幌市 1:13:10

45 4319 水口 州子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｭｳｺ 札幌市 1:15:38

46 4306 森井 雅美 ﾓﾘｲ ﾏｻﾐ 帯広市 1:19:38

47 4317 木浪 智佳子 ｷﾅﾐ ﾁｶｺ 札幌市 1:20:32

48 4313 芦田 久美子 ｱｼﾀﾞ ｸﾐｺ 札幌市 1:24:56

49 4318 本川 真喜子 ﾓﾄｶﾜ ﾏｷｺ 札幌市 1:26:12

50 4307 尾崎 祐子 ｵｻﾞｷ ﾕｳｺ 室蘭市 1:26:41
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51 4308 島 明恵 ｼﾏ ｱｷｴ 札幌市 1:26:41
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