
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 969 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 道マラソンク 4:07:30
2 917 中田 千尋 ﾅｶﾀ ﾁﾋﾛ 札幌市 4:32:39
3 965 小野 優子 ｵﾉ ﾕｳｺ 旭川市 楽走 4:41:06
4 911 石井 優子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 神奈川県 4:46:49
5 908 相馬 由架理 ｿｳﾏ ﾕｶﾘ 札幌市 ＭＳＡ 4:54:00
6 967 尾上 和 ｵﾉｳｴ ﾅｺﾞﾐ 札幌市 ＤＲＣ 5:00:10
7 912 北川 朋恵 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｴ 札幌市 道マラソンク 5:09:32
8 914 川向 夏実 ｶﾜﾑｶｲ ﾅﾂﾐ 稚内市 稚内しんきん 5:11:15
9 909 宮部 真知子 ﾐﾔﾍﾞ ﾏﾁｺ 千歳市 5:11:19

10 957 小林　智恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴｺ 枝幸町 炭火焼大越ＲＣ 5:19:09
11 963 舟橋 芳恵 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｴ 札幌市 5:26:20
12 913 大原 千佳 ｵｵﾊﾗ ﾁｶ 石狩市 5:26:22
13 962 高野 雅子 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 札幌市 １０ストライプ 5:27:20
14 952 藤田　幾代枝 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｴ 旭川市 ＡＲＡ旭川走ろう会 5:41:22
15 960 大野　佳代 ｵｵﾉ ｶﾖ 札幌市 5:44:12
16 903 松浦　梨恵 ﾏﾂｳﾗ ﾘｴ 札幌市 ＭＳＡ 5:50:29
17 964 東川 扶知子 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾌｼﾞｺ 士別市 トヨタ士別ＲＣ 5:53:19
18 919 小島 由佳 ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:59:41
19 901 和田　啓代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ 壮瞥町 楽走　伊達温泉 6:22:22
20 918 佐藤 由佳 ｻﾄｳ ﾕｶ 札幌市 6:25:31
21 961 森山 美樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ 札幌市 6:37:27
22 915 成田 聡美 ﾅﾘﾀ ｻﾄﾐ 名寄市 6:37:32
23 971 古田　早百合 ﾌﾙﾀ ｻﾕﾘ 東京都 MYJC 6:52:16
24 966 伊藤 アユミ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 神奈川県 南十字星 6:53:10
25 970 井田　みち子 ｲﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 7:05:00
26 958 竹井　久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ 帯広市 7:05:24
27 922 加藤 ちぐさ ｶﾄｳ ﾁｸﾞｻ 浜頓別町 7:10:36
28 955 米澤　ひとみ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 名寄市 7:13:15
29 956 平澤　光子 ﾋﾗｻﾜ ﾐﾂｺ 浜頓別町 7:23:44
30 924 白山　綾 ｼﾗﾔﾏ ｱﾔ 旭川市 7:25:49
31 916 渡辺 温子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ 埼玉県 7:31:52
32 953 青海　冷子 ｱｵﾐ ﾚｲｺ 猿払村 7:38:29
33 959 川田　道子 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾁｺ 名寄市 7:47:38
34 907 門間 奈月 ﾓﾝﾏ ﾅﾂｷ 稚内市 稚内サイクル 7:52:57
35 902 道塚 扶由子 ﾐﾁﾂﾞｶ ﾌﾕｺ 枝幸町 7:57:03
36 968 冨田 郁枝 ﾄﾐﾀ ﾌﾐｴ 遠軽町 ＬＲＳ北海道 7:58:46
37 904 藤田　麻美 ﾌｼﾞﾀ ｱｻﾐ 猿払村 8:34:39
38 906 飯田　明莉 ｲｲﾀﾞ ｱｶﾘ 浜頓別町 浜頓別小学校 8:35:21
39 905 斎藤　亜伊 ｻｲﾄｳ ｱｲ 浜頓別町 浜頓別小学校 8:35:21

氏　　名

50km　女子　総合


