
順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
1 918 齊藤 友紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 札幌市 ＪＴＢ北海道 4:35:47
2 920 実吉 智香子 ﾐﾖｼ ﾁｶｺ 幌延町 幌延ランニングクラブ 4:55:36
3 910 石井 優子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 別海町 平井ファーム 4:58:20
4 972 東川 扶知子 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾌｼﾞｺ 士別市 トヨタ士別ＲＣ 5:00:05
5 904 川向　夏実 ｶﾜﾑｶｲ ﾅﾂﾐ 稚内市 稚内しんきん 5:11:34
6 964 小林　智恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴｺ 枝幸町 炭火焼大越クラブ 5:18:32
7 907 相馬 由架理 ｿｳﾏ ﾕｶﾘ 札幌市 ＭＳＡ 5:28:21
8 912 加藤 由実 ｶﾄｳ ﾕﾐ 旭川市 ニャンダラス 5:29:47
9 913 笹田 久実 ｻｻﾀﾞ ｸﾐ 旭川市 ニャンダラス 5:33:57

10 901 上杉　妙子 ｳｴｽｷﾞ ﾀｴｺ 札幌市 チーム２５６ 5:34:09
11 956 渋谷　由美子 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐｺ 千葉県 ｆｒｕｎ 5:34:14
12 973 高野 雅子 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 札幌市 テンスト 5:35:33
13 953 中田　ともみ ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 小樽市 ＵＲＣ 5:46:12
14 962 八尾谷　幾枝 ﾔｵﾀﾞﾆ ｲｸｴ 北広島市 ＵＲＣ 5:46:30
15 958 藤田　幾代枝 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｴ 旭川市 ＡＲＡ（旭川走ろう会） 5:47:45
16 916 簗瀬 妙 ﾔﾅｾ ﾀｴ 旭川市 5:52:09
17 966 駒田 裕美 ｺﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 プーリーズ 5:54:59
18 968 高玉 福美 ﾀｶﾀﾞﾏ ﾌｸﾐ 士別市 6:00:12
19 957 柏倉　淳子 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 6:02:31
20 905 山本　千恵子 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴｺ 岐阜県 ★Ｒｕｎ山本呉服店★ 6:06:25
21 928 八木 佑里子 ﾔｷﾞ ﾕﾘｺ 浜頓別町 6:15:08
22 925 小島 由佳 ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 浜頓別町 6:22:13
23 952 青海　冷子 ｱｵﾐ ﾚｲｺ 猿払村 6:24:10
24 908 池田 則子 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 札幌市 ナイアガラＭＣ 6:27:21
25 969 古澤 尚美 ﾌﾙｻﾜ ﾅｵﾐ 愛知県 6:31:14
26 902 和田　啓代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ 壮瞥町 楽走　伊達温泉 6:34:42
27 970 濱西 圭子 ﾊﾏﾆｼ ｹｲｺ 兵庫県 ＪＯＹＪＯＹ 6:35:51
28 906 松浦 梨恵 ﾏﾂｳﾗ ﾘｴ 札幌市 ＭＳＡ 6:38:22
29 921 門間 奈月 ﾓﾝﾏ ﾅﾂｷ 稚内市 宗谷健康人Ｐ 6:44:34
30 963 米澤　ひとみ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 名寄市 6:49:28
31 971 佐藤 二三子 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ 比布町 6:49:52
32 961 川田　道子 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾁｺ 名寄市 6:51:35
33 967 井田 みち子 ｲﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 6:54:24
34 909 野崎 かのこ ﾉｻﾞｷ ｶﾉｺ 札幌市 稚内養護ＲＣ 6:56:55
35 960 松田　道子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾁｺ 白老町 6:57:10
36 959 竹井　久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ 帯広市 7:08:30
37 914 小菅 千香子 ｺｽｶﾞ ﾁｶｺ 東神楽町 ニャンダラス 7:09:44
38 955 長田　時子 ｵｻﾀﾞ ﾄｷｺ 静岡県 7:14:48
39 919 武藤 美和子 ﾑﾄｳ ﾐﾜｺ 札幌市 北海道大学 7:58:32
40 915 篠崎 まりな ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾘﾅ 千葉県 8:16:04
41 903 藤田　麻美 ﾌｼﾞﾀ ｱｻﾐ 猿払村 8:17:20
42 922 亀谷　あき子 ｶﾒﾀﾆ ｱｷｺ 浜頓別町 デラバル株式会社 8:47:51
43 974 大田中 祥加 ｵｵﾀﾅｶ ﾖｼｶ 東京都 8:53:14
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