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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 2004 大西 木実 ｵｵﾆｼ ｺﾉﾐ 遠軽町 1:36:37

2 2006 野尻 美香 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 札幌市 1:40:55

3 2013 伊藤 智子 ｲﾄｳ ｻﾄｺ 札幌市 1:42:48

4 2030 高橋 明代 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾖ 札幌市 1:49:38

5 2029 葭内 みゆき ﾖｼｳﾁ ﾐﾕｷ 札幌市 2:05:24

6 2021 澤里 あづみ ｻﾜｻﾄ ｱﾂﾞﾐ 小樽市 2:06:40

7 2050 林 幸香 ﾊﾔｼ ﾕｶ 札幌市 2:07:55

8 2049 廣田 雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ 札幌市 2:10:11

9 2038 鶴岡 裕子 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｺ 札幌市 2:10:55

10 2106 黒田 美絵子 ｸﾛﾀﾞ ﾐｴｺ 札幌市 2:11:00

11 2089 松本 幸恵 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｴ 札幌市 2:12:25

12 2085 千葉 郁代 ﾁﾊﾞ ｲｸﾖ 登別市 2:12:51

13 2048 佐藤 夏生 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 札幌市 2:15:13

14 2101 松岡 香菜 ﾏﾂｵｶ ｶﾅ 札幌市 2:19:11

15 2036 小島 紗希子 ｺｼﾞﾏ ｻｷｺ 札幌市 2:20:07

16 2110 村本 麗子 ﾑﾗﾓﾄ ﾚｲｺ 札幌市 2:20:36

17 2094 伊藤 久美 ｲﾄｳ ｸﾐ 札幌市 2:20:37

18 2096 澤田 梨恵 ｻﾜﾀﾞ ﾘｴ 札幌市 2:21:18

19 2117 木田 美香 ｷﾀﾞ ﾐｶ 札幌市 2:23:09

20 2067 辻岡 晃子 ﾂｼﾞｵｶ ｱｷｺ 札幌市 2:23:37

21 2088 細川 知美 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾐ 札幌市 2:25:06

22 2057 神 麻衣子 ｼﾞﾝ ﾏｲｺ 札幌市 2:25:10

23 2119 豊田 基穂 ﾄﾖﾀ ｷﾎ 札幌市 2:26:34

24 2059 藤田 裕美 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ 札幌市 2:31:11

25 2124 斗内 結香 ﾄﾅｲ ﾕｶ 札幌市 2:31:40

26 2075 佐藤 優紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 札幌市 2:32:49

27 2087 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 2:35:24

28 2099 遠田 美絵 ｴﾝﾀ ﾐｴ 新ひだか町 2:38:27

29 2097 平口山 木綿 ﾋﾗｸﾁﾔﾏ ﾕｳ 札幌市 2:42:27

30 2104 梶原 優子 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 札幌市 2:42:40

31 2115 森浦 佳奈子 ﾓﾘｳﾗ ｶﾅｺ 札幌市 2:44:18

32 2114 谷川 由香 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｶ 札幌市 2:48:42

33 2130 澤田 奈緒美 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾐ 小樽市 2:49:41

34 2007 平中 真弓 ﾀｲﾅｶ ﾏﾕﾐ 札幌市 2:57:50

35 2102 小島 志津香 ｺｼﾞﾏ ｼﾂﾞｶ 札幌市 3:02:08

36 2137 伊藤 理恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 札幌市 3:06:09
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