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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 2110 加藤 かおる ｶﾄｳ ｶｵﾙ 札幌市 3:22:29

2 2117 山本 尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 札幌市 3:31:02

3 2177 日下 薫 ｸｻｶ ｶｵﾙ 札幌市 3:38:24

4 2173 柳 比奈子 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾅｺ 札幌市 3:38:32

5 2144 柳澤 明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｹﾐ 札幌市 3:41:22

6 2163 高橋 真枝 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 札幌市 3:45:40

7 2169 入江 由紀子 ｲﾘｴ ﾕｷｺ 札幌市 3:45:55

8 2136 町野 里美 ﾏﾁﾉ ｻﾄﾐ 札幌市 3:48:27

9 2168 瀧上 純子 ﾀｷﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 3:49:01

10 2222 坂井 彰子 ｻｶｲ ｱｷｺ 函館市 3:49:33

11 2127 今野 優子 ｺﾝﾉ ﾕｳｺ 滝川市 3:51:16

12 2124 太田 弘美 ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 3:52:36

13 2101 青木 よう子 ｱｵｷ ﾖｳｺ 札幌市 3:54:38

14 2170 二俣 由美子 ﾌﾀﾏﾀ ﾕﾐｺ 札幌市 3:55:24

15 2166 中川 麻里 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘ 札幌市 3:55:55

16 2109 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ 札幌市 3:57:32

17 2161 野村 美月 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｷ 室蘭市 3:58:33

18 2114 高橋 佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 札幌市 4:00:22

19 2113 澤 由美 ｻﾜ ﾕﾐ 札幌市 4:00:57

20 2226 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 4:01:47

21 2135 橋本 恵 ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 4:02:07

22 2125 郷 俊子 ｺﾞｳ ﾄｼｺ 札幌市 4:05:20

23 2230 千葉 志保 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市 4:05:55

24 2256 高橋 知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 札幌市 4:06:12

25 2145 小路 えり子 ｼｮｳｼﾞ ｴﾘｺ 札幌市 4:08:09

26 2146 渡辺 光子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 北見市 4:10:44

27 2153 土川 美枝 ﾂﾁｶﾜ ﾐｴ 札幌市 4:11:05

28 2261 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 4:11:28

29 2281 渡邊 素子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｺ 札幌市 4:12:20

30 2120 江崎 郁恵 ｴｻｷ ﾌﾐｴ 紋別市 4:12:24

31 2251 片桐 理子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾁｺ 札幌市 4:18:38

32 2020 千保 由美子 ｾﾝﾎﾟ ﾕﾐｺ 札幌市 4:20:02

33 2154 藤橋 和子 ﾌｼﾞﾊｼ ｶｽﾞｺ 北広島市 4:22:14

34 2151 日野 ひとみ ﾋﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 4:23:51

35 2225 森 朋恵 ﾓﾘ ﾄﾓｴ 千歳市 4:24:08

36 2314 森松 女久美 ﾓﾘﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 千歳市 4:27:02

37 2264 高橋 企公子 ﾀｶﾊｼ ｷｸｺ 岩見沢市 4:29:26

38 2147 中川 久美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾐｺ 札幌市 4:29:41

39 2302 高橋 利香子 ﾀｶﾊｼ ﾘｶｺ 石狩市 4:30:42

40 2315 佐藤 加代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 札幌市 4:32:54

41 2211 新田 郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 4:34:03

42 2252 山田 静香 ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞｶ 札幌市 4:34:21

43 2202 久保 弘美 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 札幌市 4:35:48

44 2247 鎌田 美和子 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾜｺ 江別市 4:36:43

45 2267 強力 利里 ｺﾞｳﾘｷ ﾘﾘ 札幌市 4:40:51

46 2217 西川 姿子 ﾆｼｶﾜ ｼﾅｺ 函館市 4:41:32

47 2229 齋藤 好江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 4:43:31

48 2220 垣原 智子 ｶｷﾊﾗ ﾄﾓｺ 札幌市 4:44:55

49 2268 平出 朱実 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｹﾐ 岩見沢市 4:45:08

50 2206 鈴木 博美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 江別市 4:45:11
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51 2266 戸島 尚子 ﾄｼﾏ ﾅｵｺ 北見市 4:46:37

52 2311 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 札幌市 4:51:41

53 2212 佐々木 優子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 札幌市 4:52:49

54 2312 中野 清子 ﾅｶﾉ ｷﾖｺ 札幌市 4:56:06

55 2250 伊原 美和子 ｲﾊﾗ ﾐﾜｺ 札幌市 4:56:51

56 2254 木村 節子 ｷﾑﾗ ｾﾂｺ 室蘭市 4:58:11

57 2309 増田 智子 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 札幌市 4:59:19

58 2238 紺野 百合子 ｺﾝﾉ ﾕﾘｺ 札幌市 5:00:28

59 2272 岩田 美雪 ｲﾜﾀ ﾐﾕｷ 札幌市 5:05:32

60 2236 黒川 智子 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓｺ 札幌市 5:06:01

61 2203 西郷 由香 ｻｲｺﾞｳ ﾕｶ 札幌市 5:12:32

62 2214 木村 和代 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 江別市 5:12:50

63 2263 三上 久美子 ﾐｶﾐ ｸﾐｺ 札幌市 5:13:27

64 2249 安田 真佐子 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｺ 江別市 5:13:45

65 2242 柏 昌子 ｶｼﾜ ｼｮｳｺ 札幌市 5:14:17

66 2290 浜崎 妙子 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｴｺ 札幌市 5:14:55

67 2270 背戸田 美智子 ｾﾄﾀﾞ ﾐﾁｺ 札幌市 5:20:32

68 2299 吉川 由紀子 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ 京極町 5:21:06

69 2304 石岡 裕子 ｲｼｵｶ ﾋﾛｺ 札幌市 5:30:46

70 2295 鉢呂 栄子 ﾊﾁﾛ ｴｲｺ 札幌市 5:32:43

71 2227 原田 操子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｺ 長万部町 5:40:48

72 2303 高橋 陽子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 東神楽町 5:55:22
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