
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 908 浅野 理恵 ｱｻﾉ ﾘｴ 札幌市 4:07:59
2 909 熊本 香織 ｸﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 旭川市 作．ＡＣ旭川 4:27:31
3 907 佐藤 嘉志子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 札幌市 4:52:32
4 957 小野　優子 ｵﾉ ﾕｳｺ 旭川市 楽走412旭川 4:53:56
5 910 石井 優子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 神奈川県 4:53:56
6 919 福原 利奈 ﾌｸﾊﾗ ﾘﾅ 稚内市 稚内市役所 4:57:49
7 970 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 北海道マラソンクラブ 5:05:57
8 918 河崎 伸子 ｶﾜｻｷ ﾉﾌﾞｺ 札幌市 5:16:57
9 911 大原 千佳 ｵｵﾊﾗ ﾁｶ 石狩市 5:45:01

10 965 舟橋 芳恵 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｴ 札幌市 5:51:20
11 916 川向 夏実 ｶﾜﾑｶｲ ﾅﾂﾐ 稚内市 稚内しんきん 5:53:17
12 912 松井 恵 ﾏﾂｲ ﾒｸﾞﾐ 東京都 6:13:53
13 959 八尾谷　幾枝 ﾔｵﾀﾆ ｲｸｴ 北広島市 URC 6:19:41
14 913 三好 由加里 ﾐﾖｼ ﾕｶﾘ 東京都 6:23:37
15 920 伊藤 範子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 札幌市 6:24:30
16 917 忠鉢 宏美 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾋﾛﾐ 札幌市 6:39:41
17 961 大野　佳代 ｵｵﾉ　ｶﾖ 札幌市 6:50:20
18 966 松山 佐知子 ﾏﾂﾔﾏ ｻﾁｺ 江別市 凹たれん隊 6:53:49
19 963 野村　享子 ﾉﾑﾗ ｷｮｳｺ 札幌市 6:55:37
20 905 渡辺 麗珠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｼﾞｭ 愛知県 6:57:40
21 976 伊藤　アユミ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 神奈川県 南十字星 6:59:29
22 969 片山 眞理子 ｶﾀﾔﾏ ﾏﾘｺ 静岡県 7:00:59
23 906 門間 奈月 ﾓﾝﾏ ﾅﾂｷ 稚内市 稚内サイクル 7:25:44
24 901 和田　啓代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ 壮瞥町 楽走　伊達温泉 7:28:52
25 973 高村 弘子 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 7:37:56
26 914 重成 陽子 ｼｹﾞﾅﾘ ﾖｳｺ 岐阜県 7:38:50
27 968 岩井 香代 ｲﾜｲ ｶﾖ 札幌市 Ｔ－ＲＯＢＥＣ 7:39:05
28 955 竹井　久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ 帯広市 7:47:17
29 923 田井中　直美 ﾀｲﾅｶ ﾅｵﾐ 稚内市 NRC 7:51:19
30 953 鈴木　ひろみ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 旭川市 HANZO 7:56:59
31 972 甲斐 満枝 ｶｲ ﾐﾂｴ 札幌市 7:58:38
32 954 門間　千枝 ﾓﾝﾏ ﾁｴ 東京都 千代田走友会 8:09:22
33 958 米澤　ひとみ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 名寄市 8:11:55
34 960 平澤　光子 ﾋﾗｻﾜ ﾐﾂｺ 浜頓別町 8:15:17
35 971 猪股 美子 ｲﾉﾏﾀ ﾖｼｺ 札幌市 8:27:45
36 967 渡辺 温子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ 埼玉県 8:29:07
37 964 古田 早百合 ﾌﾙﾀ ｻﾕﾘ 東京都 ＭＹＪＣ 8:34:11
38 974 井上 こず江 ｲﾉｳｴ ｺｽﾞｴ 浜頓別町 8:45:13
39 922 十二村 仁美 ｼﾞｭｳﾆﾑﾗ ﾋﾄﾐ 札幌市 札幌市役所 8:47:54
40 902 斎藤　亜伊 ｻｲﾄｳ ｱｲ 浜頓別町 チームにゃすまる 0.372164
41 952 梅澤　奈美子 東京都 千代田走友会 0.373067
42 962 青海　冷子 ｱｵﾐ ﾚｲｺ 猿払村 0.374306

氏　　名

50km　女子　総合


