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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 3104 平 和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:09:55

2 3001 藤井 幹子 ﾌｼﾞｲ ﾐｷｺ 東京都 3:15:56

3 3116 佐澤 純子 ｻｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 3:21:54

4 3092 清水 妙子 ｼﾐｽﾞ ﾀｴｺ 福岡県 3:23:22

5 3040 尾関 佳代子 ｵｾﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 3:35:45

6 3002 土田 かおり ﾂﾁﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 3:35:46

7 3111 大西 純子 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ Ｒコンセプト 札幌市 3:36:27

8 3003 河井 貴恵 ｶﾜｲ ﾀｶｴ 東京都 3:38:59

9 3120 松井 葉子 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 札幌市 3:39:38

10 3122 真田 和子 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞｺ 真田丸 札幌市 3:40:12

11 3052 伊藤 真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 愛知県 3:42:21

12 3140 藤田 聡美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 3:44:13

13 3124 高橋 佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 手稲渓仁会病院 札幌市 3:45:00

14 3142 中谷 ことみ ﾅｶﾀﾆ ｺﾄﾐ ＯＫ２ 札幌市 3:50:07

15 3046 齋藤 幸 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 埼玉県 3:51:08

16 3170 渡辺 真佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 苫小牧市 3:53:03

17 3125 佐藤 真奈美 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 函館走ろう会 函館市 3:53:52

18 3013 伊坂 みゆき ｲｻｶ ﾐﾕｷ 東京都 3:54:19

19 3148 飯田 明美 ｲｲﾀﾞ ｱｹﾐ 札幌市 3:57:04

20 3072 松浦 節子 ﾏﾂｳﾗ ｾﾂｺ 吹田ヘルス 大阪府 3:58:41

21 3152 中川原 幸江 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ ＯＫ２ 札幌市 3:58:43

22 3089 石井 郁子 ｲｼｲ ｲｸｺ 広島県 3:59:06

23 3149 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ ラマＡＣ 札幌市 3:59:18

24 3318 森 朋恵 ﾓﾘ ﾄﾓｴ 千歳市 4:00:22

25 3145 野月 文子 ﾉﾂﾞｷ ｱﾔｺ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 4:00:25

26 3010 佐伯 紀和 ｻｲｷ ｷﾜ マラソン完走Ｃ 東京都 4:03:16

27 3243 工藤 千奈美 ｸﾄﾞｳ ﾁﾅﾐ 札幌市 4:04:03

28 3196 武田 美幸 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩見沢市 4:05:48

29 3128 森谷 志保 ﾓﾘﾔ ｼﾎ 札幌市 4:06:27

30 3133 羽根田 千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 4:07:26

31 3210 副島 静帆 ｿｴｼﾞﾏ ｼｽﾞﾎ 札幌市 4:11:21

32 3195 大沢 奈保美 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐ あやしい登山隊 札幌市 4:11:50

33 3064 畑谷 千雅子 ﾊﾀﾀﾆ ﾁｶｺ 大阪府 4:15:31

34 3177 鈴木 幸子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 札幌市 4:16:35

35 3060 宮里 匡子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｷｮｳｺ 愛知県 4:17:29

36 3062 森本 あつ子 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｺ 滋賀県 4:19:46

37 3090 高畑 弥奈子 ｺｳﾊﾀ ﾐﾅｺ 広島県 4:22:05

38 3182 入倉 幸 ｲﾘｸﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 4:22:06

39 3217 北川 きよみ ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾖﾐ 滝川市 4:23:38

40 3327 奥田 曜子 ｵｸﾀﾞ ﾖｳｺ 千歳市 4:23:39

41 3073 森山 佳子 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼｺ セレッソＲＣ 大阪府 4:24:12

42 3032 植田 恵子 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ 神奈川県 4:26:22

43 3181 大谷 まさみ ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾐ 旭川市 4:27:09

44 3137 大山 亜紀子 ｵｵﾔﾏ ｱｷｺ 札幌市 4:29:08

45 3011 寺原 知美 ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 4:29:59

46 3241 佐坂 美子 ｻｻｶ ﾖｼｺ 室蘭市 4:30:17

47 3019 神田 美穂 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾎ 東京都 4:31:19

48 3237 間嶋 京子 ﾏｼﾞﾏ ｷｮｳｺ 札幌市 4:32:58

49 3151 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 4:33:00

50 3041 彦阪 久美子 ﾋｺｻｶ ｸﾐｺ チームＨＩＫＯ 千葉県 4:34:16
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51 3273 石田 祥代 ｲｼﾀﾞ ｻﾁﾖ チームねねすけ 札幌市 4:34:32

52 3253 立崎 美穂 ﾀﾁｻﾞｷ ﾐﾎ 豊幌はみんぐ 江別市 4:35:24

53 3033 南雲 恵里子 ﾅｸﾞﾓ ｴﾘｺ 神奈川県 4:35:42

54 3191 高山 幸子 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｺ 室蘭市 4:36:59

55 3009 田中 三恵 ﾀﾅｶ ﾐﾂｴ 東京都 4:37:46

56 3059 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 4:38:42

57 3301 池田 和加 ｲｹﾀﾞ ﾜｶ 札幌市 4:39:23

58 3179 長谷川 麻生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 札幌市 4:39:26

59 3183 鎌田 美和子 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾜｺ びぃどろ 江別市 4:40:54

60 3039 岩田 昌子 ｲﾜﾀ ﾏｻｺ 千葉県 4:41:19

61 3056 安藤 安奈 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅ 愛知県 4:42:45

62 3058 森 光子 ﾓﾘ ﾐﾂｺ 愛知県 4:42:55

63 3267 西郷 由香 ｻｲｺﾞｳ ﾕｶ ライブラン 札幌市 4:44:11

64 3215 上岡 明美 ｶﾐｵｶ ｱｹﾐ 札幌市 4:49:52

65 3043 萩野 道代 ﾊｷﾞﾉ ﾐﾁﾖ ニッポンラン 千葉県 4:50:12

66 3082 小田 美香 ｵﾀﾞ ﾐｶ 兵庫県 4:50:17

67 3225 伊原 美和子 ｲﾊﾗ ﾐﾜｺ ビール飲み隊 札幌市 4:50:39

68 3153 池田 真弓 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:50:52

69 3222 若林 智子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 旭川市 4:51:10

70 3238 篠原 いずみ ｼﾉﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 音江中央保育園 深川市 4:51:46

71 3020 加藤 薫 ｶﾄｳ ｶｵﾙ 東京都 4:52:16

72 3171 柿崎 真弓 ｶｷｻﾞｷ ﾏﾕﾐ ＯＫ２ 札幌市 4:57:42

73 3245 佐藤 育子 ｻﾄｳ ｲｸｺ 当別町 4:58:01

74 3223 津田 佳子 ﾂﾀﾞ ﾖｼｺ 帯広市 4:58:30

75 3091 皆内 千温 ﾐﾅｳﾁ ﾁﾊﾙ 愛媛県 4:59:10

76 3308 熊坂 香織 ｸﾏｻｶ ｶｵﾘ 足寄ランナーズ 足寄町 5:00:16

77 3202 板倉 志保 ｲﾀｸﾗ ｼﾎ 神恵内村役場 神恵内村 5:00:36

78 3200 高田 真紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市 5:01:11

79 3021 桑崎 彩子 ｸﾜｻｷ ｻｲｺ ＦＳＲ 東京都 5:02:08

80 3199 小山 郁恵 ｺﾔﾏ ｲｸｴ しゃきっと 登別市 5:02:46

81 3096 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ 福岡県 5:02:50

82 3095 横田 朋子 ﾖｺﾀ ﾄﾓｺ Ｆ－ＴＲＣ 福岡県 5:03:05

83 3290 畠山 千恵子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｴｺ 札幌市 5:07:02

84 3023 福留 京子 ﾌｸﾄﾒ ｷｮｳｺ ＮＴＴＣＳＲＣ 東京都 5:08:12

85 3234 金子 香 ｶﾈｺ ｶｵﾘ ＯＫ２ 札幌市 5:09:37

86 3330 松倉 美加 ﾏﾂｸﾗ ﾐｶ 千歳市 5:10:14

87 3289 相川 恵理子 ｱｲｶﾜ ｴﾘｺ 滝川ＢＥＥＲＳ 滝川市 5:11:10

88 3316 頼政 ゆかり ﾖﾘﾏｻ ﾕｶﾘ 札幌市 5:12:54

89 3279 中山 美紀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 岩見沢市 5:14:43

90 3280 大塚 幸子 ｵｵﾂｶ ｻﾁｺ 札幌市 5:16:00

91 3213 中川 美智子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁｺ チーム陽 小樽市 5:17:06

92 3080 岩本 優美子 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾐｺ やんちゃ村 京都府 5:18:02

93 3296 深田 恭子 ﾌｶﾀ ｷｮｳｺ 恵庭市 5:18:47

94 3294 金澤 敦子 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾂｺ 札幌市 5:19:32

95 3088 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 日医ジョガーズ 兵庫県 5:20:34

96 3307 船橋 亜湖 ﾌﾅﾊｼ ｱｺ 六華ＲＣ 小樽市 5:21:32

97 3030 中野 憲子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 東京都 5:25:48

98 3315 伊藤 園美 ｲﾄｳ ｿﾉﾐ 岩見沢市 5:28:16

99 3276 田口 恵美子 ﾀｸﾞﾁ ｴﾐｺ 札幌市 5:30:53

100 3178 長野 富美恵 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐｴ ＯＢＩＴＯＲＡ 帯広市 5:32:13
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101 3303 福島 真理子 ﾌｸｼﾏ ﾏﾘｺ 湖陵人３７ 札幌市 5:32:39

102 3269 大塚 由理子 ｵｵﾂｶ ﾕﾘｺ ｆｒｕｎ 北広島市 5:32:42

103 3214 佐々木 さゆり ｻｻｷ ｻﾕﾘ 札幌市 5:33:25

104 3086 田中 伊都子 ﾀﾅｶ ｲﾂｺ 兵庫県 5:33:51

105 3277 森口 直美 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 札幌市 5:39:35

106 3305 川村 みどり ｶﾜﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 北見市 5:42:08

107 3300 千葉 佳寿子 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｺ ちぃむＫ 札幌市 5:45:44

108 3044 玉川 美知恵 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐﾁｴ 千葉県 5:46:29

109 3262 坂根 利香 ｻｶﾈ ﾘｶ 室蘭市 5:47:10

110 3075 成冨 祐子 ﾅﾘﾄﾐ ﾕｳｺ 大阪府 5:48:32

111 3029 小林 千代子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾖｺ 東京都 5:51:07

112 3083 国貞 文子 ｸﾆｻﾀﾞ ﾌﾐｺ 兵庫県 5:52:24
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