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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 2243 加藤 かおる ｶﾄｳ ｶｵﾙ 札幌市 3:23:41

2 2252 佐澤 純子 ｻｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 3:27:44

3 2264 山岸 直美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾐ 札幌市 3:29:29

4 2206 山本 尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 札幌市 3:35:09

5 2262 高橋 真枝 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 札幌市 3:38:32

6 2259 齊藤 友紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 札幌市 3:41:44

7 2210 羽根田 千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 3:44:08

8 2207 橋本 恵 ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 3:53:03

9 2212 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ 札幌市 3:55:35

10 2254 高橋 佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 札幌市 3:59:32

11 2234 新谷 朝子 ｱﾗﾔ ﾄﾓｺ 札幌市 3:59:33

12 2233 下山 恵子 ｼﾓﾔﾏ ｹｲｺ 函館市 3:59:44

13 2217 郷 俊子 ｺﾞｳ ﾄｼｺ 札幌市 4:03:57

14 2230 羽賀 和嘉子 ﾊｶﾞ ﾜｶｺ 礼文町 4:04:14

15 2227 沖野 彩子 ｵｷﾉ ｻｲｺ 江別市 4:09:47

16 2251 中谷 佐津代 ﾅｶﾔ ｻﾂﾖ 旭川市 4:09:53

17 2266 大橋 敬子 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ 札幌市 4:11:07

18 2258 入倉 幸 ｲﾘｸﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 4:11:30

19 2235 前田 豊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾖｺ 余市町 4:13:12

20 2246 和田 洋子 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 4:16:17

21 2244 藤江 幸子 ﾌｼﾞｴ ｻﾁｺ 札幌市 4:17:34

22 2249 中川原 幸江 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 札幌市 4:20:00

23 2205 三浦 一恵 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｴ 札幌市 4:20:20

24 2238 土川 美枝 ﾂﾁｶﾜ ﾐｴ 札幌市 4:20:48

25 2214 齋藤 好江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 4:22:08

26 2253 日野 ひとみ ﾋﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 4:23:25

27 2208 蛯名 恵美 ｴﾋﾞﾅ ｴﾐ 札幌市 4:24:06

28 2215 谷島 公美 ﾀﾆｼﾏ ｸﾐ 江別市 4:24:08

29 2267 山崎 早苗 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾅｴ 釧路市 4:36:51

30 2218 菅原 貴子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｺ 札幌市 4:40:06

31 2245 新田 郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 4:43:03

32 2255 木村 節子 ｷﾑﾗ ｾﾂｺ 室蘭市 4:43:55

33 2240 播本 雅津子 ﾊﾘﾓﾄ ｶﾂﾞｺ 名寄市 4:48:16

34 2220 吉川 由紀子 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ 京極町 4:48:32

35 2211 鈴木 博美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 江別市 4:51:42

36 2231 阿部 順子 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 4:53:28

37 2219 宮本 ゆかり ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶﾘ 札幌市 4:54:42

38 2223 増田 智子 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 札幌市 4:55:57

39 2250 安田 真佐子 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｺ 江別市 4:57:30

40 2221 齋藤 明美 ｻｲﾄｳ ｱｹﾐ 札幌市 5:00:46

41 2222 岩谷 ひとみ ｲﾜﾔ ﾋﾄﾐ 小樽市 5:02:39

42 2248 馬場 由紀江 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷｴ 札幌市 5:14:07

43 2232 合田 美樹 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｷ 札幌市 5:14:17

44 2256 原田 操子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｺ 長万部町 5:14:59

45 2242 三上 久美子 ﾐｶﾐ ｸﾐｺ 札幌市 5:20:28

46 2239 谷津 富子 ﾔﾂ ﾄﾐｺ 札幌市 5:20:30

47 2201 奥田 敬子 ｵｸﾀﾞ ｹｲｺ 札幌市 5:31:49

48 2269 深見 睦子 ﾌｶﾐ ﾑﾂｺ 訓子府町 5:33:10
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