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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

1 7132 中里 淳子 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝｺ カンレキー 札幌市 1:14:19

2 7176 桜井 富士枝 ｻｸﾗｲ ﾌｼﾞｴ 札幌市 1:24:10

3 7148 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 完走ブラザーズ 札幌市 1:27:37

4 7195 石田 政乃 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉ 網走市 1:28:52

5 7608 森 尋美 ﾓﾘ ﾋﾛﾐ ジョイフル 千歳市 1:29:40

6 7193 小川 理恵 ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 石狩市 1:32:12

7 7154 土肥 章子 ﾄﾞﾋ ｱｷｺ 札幌市 1:32:30

8 7172 鎌田 昌子 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｺ 済生会小樽病院 小樽市 1:32:57

9 7221 香月 紀子 ｶﾂｷ ﾉﾘｺ 札幌市 1:33:32

10 7087 赤塚 かおり ｱｶﾂｶ ｶｵﾘ 愛知県 1:34:31

11 7183 深瀬 聖子 ﾌｶｾ ﾏｻｺ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 1:35:00

12 7184 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 1:35:35

13 7458 阿部 千恵美 ｱﾍﾞ ﾁｴﾐ 安平町 1:38:08

14 7126 山崎 純子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 青森県 1:38:31

15 7001 川上 千晴 ｶﾜｶﾐ ﾁﾊﾙ 東京都 1:38:48

16 7079 星野 典子 ﾎｼﾉ ﾉﾘｺ 埼玉県 1:40:01

17 7309 菊地 ひろみ ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ ＳＣＵ 札幌市 1:40:09

18 7156 片山 正子 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻｺ 函館市 1:40:45

19 7498 雲雀 かおる ﾋﾊﾞﾘ ｶｵﾙ 札幌市 1:41:12

20 7204 臼井 啓子 ｳｽｲ ｹｲｺ 石狩市 1:41:16

21 7127 長屋 富久子 ﾅｶﾞﾔ ﾌｸｺ 札幌市 1:41:25

22 7159 熊谷 真佐枝 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｴ 札幌市 1:42:10

23 7157 原田 泰子 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｺ 恵庭市 1:43:24

24 7415 浅沼 双枝 ｱｻﾇﾏ ﾌﾀｴ 十勝勤医協 帯広市 1:44:15

25 7250 佐藤 由利子 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 札幌市 1:44:21

26 7163 鈴木 仁子 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝｺ ＷＪ６２７ 江別市 1:44:30

27 7107 小川 真弓 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 兵庫県 1:44:38

28 7199 渡辺 恵美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 渡辺ファミリー 留萌市 1:45:44

29 7003 伊野 宏子 ｲﾉ ﾋﾛｺ 東京都 1:46:05

30 7323 村木 洋子 ﾑﾗｷ ﾖｳｺ 札幌市 1:46:14

31 7378 磯貝 由佳 ｲｿｶﾞｲ ﾕｶ 北広島市 1:46:51

32 7245 澤橋 祐子 ｻﾜﾊｼ ﾕｳｺ ルート企画設計 札幌市 1:47:02

33 7054 西田 廣子 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 1:47:24

34 7370 石黒 和子 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞｺ 江別市 1:47:38

35 7273 石崎 和子 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 恵庭市 1:47:39

36 7463 石山 眞理子 ｲｼﾔﾏ ﾏﾘｺ 旭川市 1:48:04

37 7330 新田 喜恵子 ﾆｯﾀ ｷｴｺ 札幌市 1:48:37

38 7150 金森 恵子 ｶﾅﾓﾘ ｹｲｺ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:48:53

39 7201 諸岡 浩子 ﾓﾛｵｶ ﾋﾛｺ 道マラソンクラ 札幌市 1:49:02

40 7300 斎藤 はつ子 ｻｲﾄｳ ﾊﾂｺ 江別市 1:49:24

41 7153 相田 良子 ｱｲﾀﾞ ﾘｮｳｺ 江別市 1:49:25

42 7377 小林 真由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 鈍亀ランナーズ 札幌市 1:49:58

43 7234 新田 郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 1:50:12

43 7413 木戸 てい子 ｷﾄﾞ ﾃｲｺ 苫小牧市 1:50:12

45 7326 半田 留理子 ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾘｺ 余市町 1:51:39

46 7411 成田 るみ子 ﾅﾘﾀ ﾙﾐｺ 札幌市 1:52:03

47 7496 斎藤 広美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ ＹＵＭＡ 室蘭市 1:52:15

48 7318 北牧 美子 ｷﾀﾏｷ ﾖｼｺ 旭川市 1:52:32

49 7295 溝口 隆子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳｺ 札幌市 1:52:39

50 7432 坂下 恵 ｻｶｼﾀ ﾒｸﾞﾐ カモシカクラブ 札幌市 1:53:04
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51 7325 大谷 久美子 ｵｵﾀﾆ ｸﾐｺ あじぱんだ 札幌市 1:53:30

52 7106 郡山 和代 ｺｵﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾖ 兵庫県 1:53:38

53 7478 寺山 里恵 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｴ 帯広市 帯広市 1:54:29

54 7612 一条 悦子 ｲﾁｼﾞｮｳ ｴﾂｺ 千歳市 1:54:41

55 7365 鎌田 洋子 ｶﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 1:55:12

56 7469 小林 弘美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:56:34

57 7114 和田 悦代 ﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ 徳島県 1:57:02

58 7096 瓢野 順子 ﾋｮｳﾉ ｼﾞｭﾝｺ ランフィート 三重県 1:57:26

59 7035 但木 徳枝 ﾀﾀﾞｷ ﾉﾘｴ 東京都 1:57:59

60 7283 桑原 美代子 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾖｺ 札幌市 1:58:39

61 7113 藤浦 和美 ﾌｼﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ 徳島県 1:59:41

62 7322 原 千晴 ﾊﾗ ﾁﾊﾙ 札幌市 2:00:14

63 7336 佐藤 美知代 ｻﾄｳ ﾐﾁﾖ 札幌市 2:01:23

64 7036 大島 かおる ｵｵｼﾏ ｶｵﾙ 東京都 2:01:43

65 7445 泉 美保子 ｲｽﾞﾐ ﾐﾎｺ 札幌市 2:02:09

66 7288 石川 忍 ｲｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:02:15

67 7416 藤川 祐紀子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷｺ 札幌市 2:02:24

68 7457 笠見 可奈子 ｶｻﾐ ｶﾅｺ 札幌市 2:03:07

69 7518 宮武 富美子 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐｺ ＳＴＡＧＥ 登別市 2:03:47

70 7532 足立 美都子 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｺ 恵庭市 2:04:36

71 7401 蛭間 八重子 ﾋﾙﾏ ﾔｴｺ 北広島ＲＣ 北広島市 2:05:04

72 7044 樫村 千江美 ｶｼﾑﾗ ﾁｴﾐ 東京都 2:05:12

73 7618 富山 加代子 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾖｺ 千歳市 2:05:49

74 7314 青木 園江 ｱｵｷ ｿﾉｴ 札幌市 2:06:03

75 7308 神保 久美子 ｼﾞﾝﾎﾞ ｸﾐｺ ゆっくり～ず 札幌市 2:06:48

76 7403 三木 かがり ﾐｷ ｶｶﾞﾘ 札幌走ろう会 札幌市 2:07:31

77 7012 服部 優子 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｺ 東京都 2:08:24

78 7431 佐藤 律子 ｻﾄｳ ﾘﾂｺ 恵庭市 2:08:27

79 7440 大浜 ひろみ ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ 苫小牧市 2:10:34

80 7023 平川 勝子 ﾋﾗｶﾜ ｶﾂｺ 東京都 2:10:59

81 7080 中村 初枝 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂｴ わらび走友会 埼玉県 2:11:01

82 7418 岡田 優子 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ 岩見沢市 2:11:57

83 7089 沢辺 千枝 ｻﾜﾍﾞ ﾁｴ 愛知県 2:11:59

84 7249 中津 真理 ﾅｶﾂ ﾏﾘ 札幌市 2:12:15

85 7654 川尻 和江 ｶﾜｼﾞﾘ ｶｽﾞｴ 千歳市 2:12:20

86 7056 白尾 有紀 ｼﾗｵ ﾕｷ 神奈川県 2:13:02

87 7220 池田 佳代 ｲｹﾀﾞ ｶﾖ メナード健友会 苫小牧市 2:16:08

88 7468 重村 さとみ ｼｹﾞﾑﾗ ｻﾄﾐ 札幌市 2:17:40

89 7575 工藤 貞子 ｸﾄﾞｳ ﾃｲｺ 留萌走ろう会 留萌市 2:18:51

90 7243 金田 美幸 ｶﾈﾀ ﾐﾕｷ 幸栄住宅 札幌市 2:18:57

91 7085 斎藤 美恵子 ｻｲﾄｳ ﾐｴｺ 静岡県 2:20:17

92 7417 乙部 智恵子 ｵﾄﾍﾞ ﾁｴｺ 北海道大学 札幌市 2:22:17

93 7561 竹野 千昭 ﾀｹﾉ ﾁｱｷ 札幌市 2:22:41

94 7099 西岡 加世子 ﾆｼｵｶ ｶﾖｺ 大阪府 2:22:42

95 7441 渡辺 芳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｺ かく０２ 札幌市 2:23:23

96 7063 須田 純子 ｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:27:20

97 7116 丸亀 秀 ﾏﾙｶﾞﾒ ｽｸﾞﾙ 徳島大学 徳島県 2:27:47

98 7353 谷田部 美由紀 ﾔﾀﾍﾞ ﾐﾕｷ 札幌市 2:30:56

99 7472 深坂 美知子 ﾌｶｻｶ ﾐﾁｺ アリーズ長沼 長沼町 2:35:22

100 7539 中村 由美子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 北広島市 2:35:42
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101 7493 野辺地 千代子 ﾉﾍｼﾞ ﾁﾖｺ 北斗市 2:36:56

102 7479 中西 桂子 ﾅｶﾆｼ ｹｲｺ 函館市 2:36:57

103 7360 酒井 郁子 ｻｶｲ ｲｸｺ 岩見沢市 2:41:17

104 7117 矢部 えみ子 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ 徳島県 2:41:56

105 7109 大家 旬子 ｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県 2:44:37

106 7115 有井 秀代 ｱﾘｲ ﾋﾃﾞﾖ 徳島県 2:49:32

107 7046 鈴野 由利子 ｽｽﾞﾉ ﾕﾘｺ 東京都 2:51:24

108 7112 工藤 克 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 徳島県 2:53:37

109 7057 達川 哲子 ﾀﾂｶﾜ ｻﾄｺ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:56:53

110 7118 酒井 喜美子 ｻｶｲ ｷﾐｺ 徳島県 3:14:30
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