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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 2005 加藤 かおる ｶﾄｳ ｶｵﾙ 札幌市 1:40:26

2 2012 中里 淳子 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:43:47

3 2003 山本 尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 札幌市 1:45:50

4 2024 久保田 たまも ｸﾎﾞﾀ ﾀﾏﾓ 札幌市 1:47:01

5 2014 柳澤 明美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｹﾐ 札幌市 1:52:00

6 2015 町野 里美 ﾏﾁﾉ ｻﾄﾐ 札幌市 1:52:24

7 2025 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ 札幌市 1:54:04

8 2017 太田 弘美 ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:54:11

9 2026 於保 恭子 ｵﾎ ｷｮｳｺ 東京都 1:54:12

10 2009 高橋 佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 札幌市 1:54:24

11 2028 千葉 志保 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市 1:55:01

12 2020 渡邊 素子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｺ 札幌市 1:55:13

13 2027 坂井 瑞生 ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ 札幌市 1:56:03

14 2041 西 智子 ﾆｼ ﾄﾓｺ 札幌市 1:58:16

15 2023 澤 由美 ｻﾜ ﾕﾐ 札幌市 1:59:10

16 2033 日野 ひとみ ﾋﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:59:25

17 2044 青木 よう子 ｱｵｷ ﾖｳｺ 札幌市 2:01:27

18 2047 佐藤 克知子 ｻﾄｳ ｶﾁｺ 札幌市 2:03:59

19 2051 島田 直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 札幌市 2:04:07

20 2032 佐藤 加代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 札幌市 2:05:41

21 2071 釜石 清美 ｶﾏｲｼ ｷﾖﾐ 小樽市 2:07:25

22 2031 沢田 美津子 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｺ 札幌市 2:11:01

23 2053 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 2:14:00

24 2042 牧野 ひろみ ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ 札幌市 2:14:05

25 2081 高橋 利香子 ﾀｶﾊｼ ﾘｶｺ 石狩市 2:16:03

26 2055 橋本 恵 ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 2:20:27

27 2107 齋藤 好江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 2:20:41

28 2043 土川 美枝 ﾂﾁｶﾜ ﾐｴ 札幌市 2:23:31

29 2060 澤橋 祐子 ｻﾜﾊｼ ﾕｳｺ 札幌市 2:23:34

30 2063 阿部 久美 ｱﾍﾞ ｸﾐ 札幌市 2:25:21

31 2077 北村 純子 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 2:26:55

32 2058 樫山 泰子 ｶｼﾔﾏ ﾀｲｺ 札幌市 2:31:50

33 2129 野村 慶子 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ 北広島市 2:32:30

34 2079 岩田 美雪 ｲﾜﾀ ﾐﾕｷ 札幌市 2:34:16

35 2080 合田 美樹 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐｷ 札幌市 2:35:19

36 2132 斉藤 厚子 ｻｲﾄｳ ｱﾂｺ 札幌市 2:36:23

37 2082 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ 札幌市 2:38:21

38 2112 三上 久美子 ﾐｶﾐ ｸﾐｺ 札幌市 2:38:51

39 2108 齋藤 明美 ｻｲﾄｳ ｱｹﾐ 札幌市 2:39:47

40 2138 工藤 智枝子 ｸﾄﾞｳ ﾁｴｺ 札幌市 2:40:54

41 2091 紺野 百合子 ｺﾝﾉ ﾕﾘｺ 札幌市 2:41:28

42 2074 奥田 曜子 ｵｸﾀﾞ ﾖｳｺ 千歳市 2:42:09

43 2084 佐藤 麻妃 ｻﾄｳ ﾏｷ 札幌市 2:42:42

44 2134 吉川 由紀子 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｺ 京極町 2:42:57

45 2144 池田 好美 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾐ 札幌市 2:43:54

46 2128 今村 良子 ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳｺ 札幌市 2:46:47

47 2133 茂庭 直美 ﾓﾆﾜ ﾅｵﾐ 千歳市 2:51:40

48 2092 岡田 朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 札幌市 2:58:19

49 2136 大嶋 美紀 ｵｵｼﾏ ﾐｷ 札幌市 2:58:21

50 2135 小松 裕美 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾐ 愛知県 3:00:46

2022年7月31日
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51 2100 西郷 由香 ｻｲｺﾞｳ ﾕｶ 札幌市 3:06:09

2022年7月31日


