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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 2017 三橋 理恵 ﾐﾂﾊｼ ﾘｴ 帯広市 2:56:11

2 2002 池田 美穂子 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎｺ 札幌市 2:59:17

3 2018 佐々木 洋美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 網走市 3:08:50

4 2016 平 和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ 札幌市 3:19:03

5 2106 松田 美樹子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｺ 旭川市 3:20:18

6 2160 中村 清恵 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｴ 札幌市 3:26:01

7 2111 田城 周子 ﾀｼﾛ ｼｭｳｺ 札幌市 3:29:15

8 2174 音喜多 聡美 ｵﾄｷﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 3:39:48

9 2013 岩城 あづみ ｲﾜｷ ｱﾂﾞﾐ 札幌市 3:39:58

10 2005 船津 加奈江 ﾌﾅﾂ ｶﾅｴ 恵庭市 3:43:50

11 2122 松原 有紀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷ 旭川市 3:48:02

12 2165 西 智子 ﾆｼ ﾄﾓｺ 札幌市 3:48:43

13 2148 ＦＵＮＡＫＩ ＡＫＩＫＯ ﾌﾅｷ ｱｷｺ 札幌市 3:50:17

14 2162 大西 木実 ｵｵﾆｼ ｺﾉﾐ 遠軽町 3:52:05

15 2102 太田 みさき ｵｵﾀ ﾐｻｷ 札幌市 3:53:38

16 2104 柿崎 若奈 ｶｷｻﾞｷ ﾜｶﾅ 札幌市 3:55:08

17 2103 澤里 あづみ ｻﾜｻﾄ ｱﾂﾞﾐ 小樽市 3:55:37

18 2138 池田 和代 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 札幌市 3:55:55

19 2015 飯田 明美 ｲｲﾀﾞ ｱｹﾐ 札幌市 3:56:26

20 2152 静木 杏子 ｼｽﾞｷ ｷｮｳｺ 札幌市 3:57:03

21 2108 渋谷 しのぶ ｼﾌﾞﾔ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 3:58:32

22 2155 山田 忍 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 3:59:14

23 2283 太田 真紀 ｵｵﾀ ﾏｷ 札幌市 4:01:00

24 2115 齋藤 志帆 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 札幌市 4:01:04

25 2208 久保 かよ子 ｸﾎﾞ ｶﾖｺ 札幌市 4:01:12

26 2128 小平 麻里子 ｺﾋﾗ ﾏﾘｺ 札幌市 4:05:41

27 2167 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千歳市 4:08:07

28 2157 高嶋 利絵 ﾀｶｼﾏ ﾘｴ 札幌市 4:08:38

29 2143 鈴木 敏子 ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ 江別市 4:09:20

30 2142 齋藤 さおり ｻｲﾄｳ ｻｵﾘ 名寄市 4:10:39

31 2140 佐藤 優紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 札幌市 4:14:43

32 2221 島田 直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 札幌市 4:19:53

33 2262 荒川 直子 ｱﾗｶﾜ ﾅｵｺ 札幌市 4:20:46

34 2292 新見 絵美 ﾆｲﾐ ｴﾐ ﾆｾｺ町 4:21:40

35 2112 島貫 邦子 ｼﾏﾇｷ ｸﾆｺ 札幌市 4:23:44

36 2149 長谷川 新子 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺ 旭川市 4:24:38

37 2253 佐々木 真由美 ｻｻｷ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:26:39

38 2246 武田 美幸 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩見沢市 4:27:08

39 2216 大場 菜ツ美 ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 室蘭市 4:29:56

40 2259 金子 郁代 ｶﾈｺ ﾌﾐﾖ 札幌市 4:32:09

41 2204 仁木 房枝 ﾆｷ ﾌｻｴ 札幌市 4:32:37

42 2300 廣田 雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ 札幌市 4:34:17

43 2257 竹中 香 ﾀｹﾅｶ ｶｵﾘ 札幌市 4:40:06

44 2288 野田 美紀 ﾉﾀﾞ ﾐｷ 札幌市 4:40:09

45 2289 藤田 直子 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ 札幌市 4:42:14

46 2275 安倍 欣子 ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 札幌市 4:42:36

47 2280 高木 有実 ﾀｶｷﾞ ﾅｵﾐ 小樽市 4:46:55

48 2287 兼平 悦子 ｶﾈﾋﾗ ｴﾂｺ 札幌市 4:48:32

49 2296 工藤 めぐみ ｸﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 恵庭市 4:51:19

50 2223 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 4:55:21
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51 2297 高橋 ゆき子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ 札幌市 4:56:22

52 2248 相川 恵理子 ｱｲｶﾜ ｴﾘｺ 滝川市 4:59:42

53 2201 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 5:08:47

53 2278 柴田 陽子 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｺ 帯広市 5:08:47

55 2277 嶋田 えり ｼﾏﾀﾞ ｴﾘ 札幌市 5:11:21

56 2301 吉岡 えりな ﾖｼｵｶ ｴﾘﾅ 音更町 5:25:34

57 2294 山内 智恵 ﾔﾏｳﾁ ﾁｴ 訓子府町 5:33:16

58 2285 中川 香織 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ 江別市 5:40:38

59 2306 河村 麻里 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘ 札幌市 5:40:40

60 2224 伊藤 理恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 札幌市 5:48:01

61 2274 倉本 寛子 ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛｺ 小樽市 6:17:08
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