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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 2165 光岡 美貴 ﾐﾂｵｶ ﾐｷ 札幌市 2:55:34

2 2147 佐々木 洋美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 網走市 2:58:19

3 2171 荒川 典子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 札幌市 3:04:46

4 2158 平 和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ 札幌市 3:06:20

5 2106 岩崎 麻日 ｲﾜｻｷ ｱｻｶ 北広島市 3:22:34

6 2159 松田 美樹子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｺ 旭川市 3:27:33

7 2179 柳澤 明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｹﾐ 札幌市 3:31:24

8 2112 阿部 真衣子 ｱﾍﾞ ﾏｲｺ 札幌市 3:33:31

9 2101 平井 久恵 ﾋﾗｲ ﾋｻｴ 札幌市 3:41:16

10 2109 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 3:43:41

11 2144 小平 麻里子 ｺﾋﾗ ﾏﾘｺ 札幌市 3:50:33

12 2126 齋藤 志帆 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 札幌市 3:51:19

13 2129 静木 杏子 ｼｽﾞｷ ｷｮｳｺ 札幌市 3:51:33

14 2154 伊藤 加奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 札幌市 3:51:59

15 2119 岡村 良子 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳｺ 札幌市 3:53:20

16 2116 笹森 愛 ｻｻﾓﾘ ｱｲ 札幌市 3:57:51

17 2131 澤里 あづみ ｻﾜｻﾄ ｱﾂﾞﾐ 小樽市 4:02:04

18 2170 太田 美幸 ｵｵﾀ ﾐﾕｷ 深川市 4:02:05

19 2103 穴澤 梨緒 ｱﾅｻﾞﾜ ﾘｵ 札幌市 4:02:27

20 2124 佐野 有里 ｻﾉ ﾕﾘ 札幌市 4:03:00

21 2160 細川 友美 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾐ 札幌市 4:08:30

22 2118 屋代 昌美 ﾔｼﾛ ﾏｻﾐ 札幌市 4:08:42

23 2133 佐々木 真由美 ｻｻｷ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:10:00

24 2174 山下 しのぶ ﾔﾏｼﾀ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:10:44

25 2177 瀬尾 雅美 ｾｵ ﾏｻﾐ 札幌市 4:10:46

26 2163 長谷川 真由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:10:50

27 2138 豊浦 麻衣子 ﾄﾖｳﾗ ﾏｲｺ 札幌市 4:11:16

28 2157 東 美香 ｱｽﾞﾏ ﾐｶ 滝川市 4:11:28

29 2107 佐藤 里美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 札幌市 4:15:01

30 2108 佐藤 優紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 札幌市 4:16:45

31 2162 廣田 雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ 札幌市 4:17:34

32 2110 加藤 加奈子 ｶﾄｳ ｶﾅｺ 札幌市 4:19:27

33 2115 澤田 奈緒美 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾐ 小樽市 4:21:37

34 2136 齋藤 さおり ｻｲﾄｳ ｻｵﾘ 名寄市 4:24:14

35 2135 菅野 里子 ｶﾝﾉ ｻﾄｺ 札幌市 4:24:58

36 2114 片岡 陽子 ｶﾀｵｶ ﾖｳｺ 札幌市 4:28:19

37 2156 古川 美也子 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔｺ 旭川市 4:28:29

38 2113 長谷川 新子 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺ 旭川市 4:30:55

39 2140 佐野 秀 ｻﾉ ｼｹﾞﾙ 札幌市 4:33:17

40 2178 松本 幸恵 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｴ 札幌市 4:33:42

41 2105 兼平 悦子 ｶﾈﾋﾗ ｴﾂｺ 札幌市 4:33:49

42 2169 樫山 泰子 ｶｼﾔﾏ ﾀｲｺ 札幌市 4:38:11

43 2128 二本柳 志保 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｼﾎ 札幌市 4:38:12

44 2141 森田 美奈子 ﾓﾘﾀ ﾐﾅｺ 札幌市 4:38:51

45 2146 佐藤 綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 札幌市 4:51:26

46 2155 清藤 順子 ｾｲﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 4:51:41

47 2149 小林 里江 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｴ 岩見沢市 4:52:25

48 2117 藤谷 裕子 ﾌｼﾞﾔ ﾕｳｺ 札幌市 5:15:53

49 2148 渡部 郁美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸﾐ 札幌市 5:17:50

50 2150 荒井 奈穂子 ｱﾗｲ ﾅｵｺ 埼玉県 5:28:13
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51 2120 大谷 悦代 ｵｵﾀﾆ ｴﾂﾖ 札幌市 5:31:25

52 2151 平山 朋子 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｺ 札幌市 5:40:01

53 2139 吉川 洋子 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｺ 室蘭市 5:53:53
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