
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 507 岩崎 麻日 ｲﾜｻｷ ｱｻｶ 北広島市 北広島双葉小 9:26:02
2 606 熊本 香織 ｸﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 旭川市 作．ΑС旭川 9:49:46
3 508 土居 綾 ﾄﾞｲ ｱﾔ 東京都 9:53:52
4 502 佐々木　弥生 ｻｻｷ ﾔﾖｲ 別海町 10:19:44
5 36 細谷 知子 ﾎｿﾔ ﾄﾓｺ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 11:06:07
6 608 小沢 真理子 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 富山県 ＭＳＲ 11:28:57
7 506 本山　由香 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｶ 札幌市 いび筋 11:41:49
8 616 松尾 直子 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 兵庫県 11:45:07
9 612 栗原 きよえ ｸﾘﾊﾗ ｷﾖｴ 埼玉県 11:47:51
10 625 竹原　雪絵 ﾀｹﾊﾗ ﾕｷｴ 札幌市 11:51:33
11 621 鈴木 朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 栃木県 ウルトラおばさん 11:54:37
12 520 河崎 伸子 ｶﾜｻｷ ﾉﾌﾞｺ 札幌市 11:56:09
13 38 寺澤　万里絵 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾘｴ 浦幌町 チームしなまー 11:57:25
14 629 平島 喜久子 ﾋﾗｼﾏ ｷｸｺ 札幌市 11:58:51
15 516 丸井 望 ﾏﾙｲ ﾉｿﾞﾐ 帯広市 12:01:01
16 627 津田 実 ﾂﾀﾞ ﾐﾉﾘ 神奈川県 ＢＥＡＣＨ葉山 12:04:42
17 622 羽賀 和嘉子 ﾊｶﾞ ﾜｶｺ 礼文町 12:09:22
18 632 土屋　いづみ ﾂﾁﾔ ｲﾂﾞﾐ 北広島市 ★まぐちゃんズ 12:16:44
19 610 児嶋 朱美 ｺｼﾞﾏ ｱｹﾐ 兵庫県 12:28:26
20 630 山﨑　早苗 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾅｴ 釧路市 12:31:33
21 618 藤江 幸子 ﾌｼﾞｴ ｻﾁｺ 札幌市 12:42:33
22 602 中野 裕美子 ﾅｶﾉ ﾕﾐｺ 東京都 だんな～ず 12:43:11
23 522 遠藤 奈央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 浜頓別町 らん浜頓別 12:44:15
24 503 引地 和子 ﾋｷﾁ ｶｽﾞｺ 札幌市 札幌市役所ＭＣ 12:46:08
25 611 嶋崎 祐記子 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｷｺ 芽室町 12:49:20
26 518 扇田 あゆみ ｵｳｷﾞﾀ ｱﾕﾐ 旭川市 旭川 12:57:14
27 604 北川 孝子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｺ 愛知県 13:04:55
28 605 宮崎 理佳 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｶ 札幌市 13:10:32
29 607 松井 亜矢子 ﾏﾂｲ ｱﾔｺ 東京都 13:17:03
30 517 粟井 文恵 ｱﾜｲ ﾌﾐｴ 北見市 13:18:49
31 521 三好 美香 ﾐﾖｼ ﾐｶ 札幌市 留萌走ろう会 13:21:46
32 513 松田　美樹子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｺ 旭川市 Ｂ・Ｓ・ＲＵＮ 13:26:38
33 515 BALJINNYAM　Aﾊﾞﾙｼﾞﾝﾆｬﾑ ｱﾙﾀﾞ 海外 13:37:47
34 512 堀内 まゆ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ 東京都 13:37:56
35 504 静間 知加 ｼｽﾞﾏ ﾁｶ 旭川市 トッチッカ 13:38:28
36 613 白鳥 律子 ｼﾗﾄﾘ ﾘﾂｺ 東京都 13:39:06
37 505 今井 由佳梨 ｲﾏｲ ﾕｶﾘ 札幌市 13:41:10
38 626 吉田　智恵子 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｺ 旭川市 13:48:43
39 510 浅見 真帆 ｱｻﾐ ﾏﾎ 名寄市 13:48:47
40 511 荻原 知佐子 ｵｷﾞﾊﾗ ﾁｻｺ 東京都 関東ハマトン会 13:52:07
41 37 蔀　美保 ｼﾄﾐ ﾐﾎ 札幌市 御走足倶楽部 13:54:40
42 519 三好 由加里 ﾐﾖｼ ﾕｶﾘ 東京都 頂山の会 13:57:07
43 501 本吉　妙子 ﾓﾄﾖｼ ﾀｴｺ 札幌市 チーム２５６ 13:59:44

氏　　名

100km　女子　総合


