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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 3123 矢部 一恵 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞｴ 三角山走友会 札幌市 3:35:26

2 3141 今野 優子 ｺﾝﾉ ﾕｳｺ 滝川市 3:42:31

3 3106 高橋 真枝 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 完走ブラザーズ 札幌市 3:44:29

4 3135 田中 園子 ﾀﾅｶ ｿﾉｺ 田中歯科クリニ 札幌市 3:52:13

5 3038 松本 由美子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ 千葉マスターズ 千葉県 3:56:48

6 3139 高橋 知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 完走ブラザーズ 札幌市 3:57:09

7 3078 田口 幸子 ﾀｸﾞﾁ ｻﾁｺ 京都府 3:58:52

8 3067 梶 まゆみ ｶｼﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府 4:04:09

9 3180 佐藤 克知子 ｻﾄｳ ｶﾁｺ 札幌市 4:07:42

10 3131 小路 えり子 ｼｮｳｼﾞ ｴﾘｺ 札幌市 4:08:22

11 3231 谷 桂子 ﾀﾆ ｹｲｺ 渡辺ファミリー 苫前町 4:09:31

12 3007 石崎 まり子 ｲｼｻﾞｷ ﾏﾘｺ 東京都 4:10:05

13 3049 高橋 恵子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 北京カモシカ会 静岡県 4:13:26

14 3197 神田 寿子 ｶﾝﾀﾞ ﾋｻｺ 苫小牧市 4:14:54

15 3079 天津 まゆみ ｱﾏﾂ ﾏﾕﾐ 京都府 4:16:02

16 3016 清水 礼子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 東京都 4:21:38

17 3047 栗原 洋子 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ 埼玉県 4:21:49

18 3190 松村 桂 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾗ 札幌市 4:22:20

19 3069 窪田 准子 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 4:22:47

20 3160 沢田 美津子 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｺ 札幌市 4:23:58

21 3207 三浦 一恵 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｴ 五稜会病院 札幌市 4:24:26

22 3219 佐藤 芳惠 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 苫小牧気分走会 苫小牧市 4:27:41

23 3209 小坂 恵子 ｺｻｶ ｹｲｺ 走団ひとり 北見市 4:28:27

24 3161 渡辺 光子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 北見市 4:28:35

25 3185 斉藤 和枝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｴ ８ＳＰ 札幌市 4:31:43

26 3252 菅谷 寿美子 ｽｶﾞﾔ ｽﾐｺ 札幌市 4:37:34

27 3247 紀本 知子 ｷﾓﾄ ﾄﾓｺ 札幌市 4:38:04

28 3251 多田 千恵 ﾀﾀﾞ ﾁｴ 札幌市 4:40:04

29 3101 佐々木 乃扶子 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｺ チーム佐々木 宮城県 4:42:42

30 3136 菅原 貴子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｺ かぶきんぐす 札幌市 4:46:52

31 3093 清水 ノリ ｼﾐｽﾞ ﾉﾘ 福岡県 4:47:42

32 3261 高田 幸子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾁｺ 札幌市 4:50:44

33 3255 上津 幸枝 ｶﾐﾂ ｻﾁｴ 岩見沢市 4:53:19

34 3281 老田 尚子 ｵｲﾀ ﾅｵｺ 岩内町 4:58:10

35 3084 阿賀 幸 ｱｶﾞ ﾐﾕｷ 兵庫県 4:58:11

36 3189 君島 峰代 ｷﾐｼﾞﾏ ﾐﾈﾖ ニッセンＳＰ 札幌市 4:58:59

37 3085 山下 祐子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 兵庫県 5:01:11

38 3022 妹尾 ゆき ｾｵ ﾕｷ 東京都 5:01:57

39 3077 高橋 節子 ﾀｶﾊｼ ｾﾂｺ 大阪府 5:02:16

40 3313 小林 浩代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾖ 帯トラ 帯広市 5:08:46

41 3184 強力 利里 ｺﾞｳﾘｷ ﾘﾘ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 5:12:23

42 3264 和田 ふみえ ﾜﾀﾞ ﾌﾐｴ ニッシーラブ 函館市 5:15:56

43 3292 戸島 尚子 ﾄｼﾏ ﾅｵｺ 北見市 5:16:34

44 3306 本間 攝子 ﾎﾝﾏ ｾﾂｺ チームｋ 札幌市 5:24:44

45 3211 岡村 啓子 ｵｶﾑﾗ ｹｲｺ ウィングエル 札幌市 5:31:53

46 3295 野村 慶子 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ 北広島市 5:34:01

47 3257 入江 幽子 ｲﾘｴ ﾕｳｺ 札幌市役所 札幌市 6:03:04
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