
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 919 村田 孝子 ﾑﾗﾀ ﾀｶｺ 大阪府 大阪陸協  3:46:41
2 903 山澤 洋子 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾖｳｺ 茨城県  4:00:11
3 957 鈴木　真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 札幌市 北海道トレランクラブ  4:53:37
4 908 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市  4:55:54
5 906 松井 真由美 ﾏﾂｲ ﾏﾕﾐ 札幌市 ＳＲＣ９０４  5:17:34
6 921 田中 已恵 ﾀﾅｶ ﾐｴ 美瑛町  5:26:14
7 911 池田 里香 ｲｹﾀﾞ ﾘｶ 札幌市 ＴＥＡＭ　Ｒ＆Ｔ  5:29:55
8 904 舟橋 芳恵 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｴ 札幌市  5:36:24
9 962 加藤 泰子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ 旭川市 キャラバンサライ  5:38:27

10 965 東川 扶知子 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾌｼﾞｺ 士別市 トヨタ士別ＲＣ  5:48:49
11 918 疋田 瑞栄 ﾋｷﾀ ﾐｽﾞｴ 札幌市 北海道家保ＲＣ  5:56:40
12 951 藤田　幾代枝 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｴ 旭川市 旭川ＡＲＡ  6:00:55
13 959 迫田 法子 ｻｺﾀ ﾉﾘｺ 福岡県 フル百回楽走会  6:06:40
14 907 和田 啓代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ 壮瞥町 楽走伊達温泉  6:11:10
15 966 柏倉 淳子 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県  6:13:43
16 963 荒井 由紀 ｱﾗｲ ﾕｷ 神奈川県 ＴＭクラブ  6:15:00
17 909 成田 忍 ﾅﾘﾀ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 チームぷっ  6:24:23
18 652 山岸 愛 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｲ 浜頓別町  6:34:32
19 910 和田 恵美子 ﾜﾀﾞ ｴﾐｺ 栃木県 ＢＣワタラセ  6:38:42
20 953 竹井　久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ 帯広市  6:45:05
21 955 有村　厚子 ｱﾘﾑﾗ ｱﾂｺ 旭川市 ＲＣワッカ  6:47:23
22 961 五十嵐 淳子 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 ＵＲＣ  6:47:33
23 968 小林 智恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴｺ 枝幸町 大越ＣＬＵＢ  6:48:57
24 958 佐藤　二三子 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ 比布町  6:49:30
25 956 池野　あけみ ｲｹﾉ ｱｹﾐ 名寄市  6:51:56
26 954 本田　留美子 ﾎﾝﾀﾞ ﾙﾐｺ 枝幸町 楽走４１２旭川  7:07:06
27 952 熊谷　秀子 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｺ 旭川市 ＡＲＡ  7:38:23
28 964 佐藤 恵 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 愛知県  7:43:55
29 960 伴 英子 ﾊﾞﾝ ｴｲｺ 神奈川県 横浜中央走友会  7:45:42
30 967 三瀬 文美 ﾐｾ ｱﾔﾐ 愛媛県  7:56:15
31 917 山田 久美子 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 神奈川県  8:00:42
32 920 内山 鏡子 ｳﾁﾔﾏ ｷｮｳｺ 東京都 イオマーレ  8:04:31
33 916 貞岡 杏奈 ｻﾀﾞｵｶ ｱﾝﾅ 東京都  8:04:31
34 901 佐々木　睦美 ｻｻｷ ﾑﾂﾐ 千歳市 グループホームさかえ  8:14:49
35 912 石井 優子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 別海町  8:19:59
36 905 稲垣 唯可 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲｶ 幌延町  8:33:00
37 902 佐藤　弥恵 ｻﾄｳ ﾔｴ 増毛町  8:51:45
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