
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 982 香川 麻美 ｶｶﾞﾜ ﾏﾐ 旭川市 キャラバンサライ 4:08:27
2 915 松井 祐子 ﾏﾂｲ ﾕｳｺ 札幌市 滑登走 4:25:13
3 979 齊藤 友紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 札幌市 ＪＴＢ北海道 4:28:42
4 901 佐藤 嘉志子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 札幌市 4:33:41
5 974 菊井 祐子 ｷｸｲ ﾕｳｺ 奈良県 ＹＭＲＣ 4:37:13
6 954 池田 亜紀子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 4:43:17
7 902 石井 優子 ｲｼｲ ﾕｳｺ 神奈川県 4:56:16
8 909 田中 已惠 ﾀﾅｶ ﾐｴ 京都府 沖ＲＣ 5:05:38
9 906 川向 夏実 ｶﾜﾑｶｲ ﾅﾂﾐ 稚内市 稚内しんきん 5:12:21
10 913 小野山 未紀子 ｵﾉﾔﾏ ﾐｷｺ 名寄市 カワザップ 5:20:55
11 958 小島 憲子 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｺ 愛知県 5:32:35
12 961 舟橋 芳恵 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｴ 札幌市 5:49:34
13 910 神山 悠紀 ｶﾐﾔﾏ ﾕｷ 東京都 コアラの会 5:52:23
14 916 吉川　智子 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｺ 稚内市 ノース工房 5:57:28
15 952 渋谷 由美子 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐｺ 千葉県 ｆｒｕｎ 6:04:18
16 969 高野 雅子 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 札幌市 テンストライプ 6:07:43
17 980 佐藤 由佳 ｻﾄｳ ﾕｶ 札幌市 6:14:42
18 970 ザルカス 美奈子 ｻﾞﾙｶｽ ﾐﾅｺ 札幌市 6:20:50
19 975 大野　佳代 ｵｵﾉ ｶﾖ 札幌市 6:21:01
20 984 高野　玲子 ﾀｶﾉ ﾚｲｺ 江別市 6:23:15
21 978 宮崎 真理子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘｺ 旭川市 楽走４１２旭川 6:27:26
22 953 伊藤 アユミ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 神奈川県 南十字星 6:31:11
23 955 黒岩 節子 ｸﾛｲﾜ ｾﾂｺ 神奈川県 6:35:10
24 965 前田 由美 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾐ 石川県 金沢大学楽走会 6:50:51
25 959 守田　悦子 ﾓﾘﾀ ｴﾂｺ 埼玉県 6:50:52
26 968 濱西　圭子 ﾊﾏﾆｼ ｹｲｺ 兵庫県 JOYJOY 7:08:14
27 917 崎原 貴代 ｻｷﾊﾗ ﾀｶﾖ 愛知県 7:20:05
28 976 高村　弘子 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 7:29:05
29 905 竹村 美月 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 札幌市 7:31:09
30 972 青海　冷子 ｱｵﾐ ﾚｲｺ 猿払村 7:33:48
31 951 竹井　久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ 帯広市 7:34:13
32 957 井田　みち子 ｲﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 7:34:28
33 956 渡辺　ゆかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 札幌市 7:47:23
34 907 八尾 頼子 ﾔｵ ﾖﾘｺ 岩見沢市 走る女ＪＷＢ 7:50:21
35 911 橋本 茉弥 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾔ 旭川市 7:52:28
36 977 目黒 晴美 ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾐ 美幌町 びーと 7:52:54
37 960 冨田 郁枝 ﾄﾐﾀ ﾌﾐｴ 遠軽町 ＬＲＳ北海道 7:55:07
38 964 猪股　美子 ｲﾉﾏﾀ ﾖｼｺ 札幌市 8:20:18
39 966 甲斐　満枝 ｶｲ ﾐﾂｴ 札幌市 8:32:48
40 904 山岸 未希 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｷ 札幌市 8:45:17
41 912 籔内 綾 ﾔﾌﾞｳﾁ ｱﾔ 浜頓別町 8:52:17

氏　　名

50km　女子　総合


