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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

1 4041 児玉 亜希子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ 登別市 0:43:34

2 4032 西田 陽子 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 0:45:23

3 4004 山岸 麻衣 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｲ 札幌市 0:47:56

4 4025 松本 文恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｴ 札幌市 0:50:52

5 4055 早坂 希美 ﾊﾔｻｶ ﾉｿﾞﾐ 札幌市 0:51:17

6 4001 高津 友紀 ﾀｶﾂ ﾕｳｷ 函館市 0:51:31

7 4048 村上 かほり ﾑﾗｶﾐ ｶﾎﾘ 札幌市 0:52:16

8 4026 中林 玲香 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 旭川市 0:53:18

9 4057 坂村 歩美 ｻｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 紋別市 0:53:20

10 4023 佐々木 円 ｻｻｷ ﾏﾄﾞｶ 北広島市 0:53:25

11 4056 嶋 乙夏 ｼﾏ ｲﾂｶ 札幌市 0:53:28

12 4031 福家 香織 ﾌｸﾔ ｶｵﾘ 江別市 0:53:39

13 4050 三輪 寛子 ﾐﾜ ﾋﾛｺ 札幌市 0:55:34

14 4045 谷口 奈恵子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｴｺ 登別市 0:55:45

15 4028 川上 園代 ｶﾜｶﾐ ｿﾉﾖ 札幌市 0:55:55

16 4018 岩田 直佳 ｲﾜﾀ ﾅｵｶ 札幌市 0:55:57

17 4049 國井 桃子 ｸﾆｲ ﾓﾓｺ 札幌市 0:56:11

18 4044 間 綾子 ﾊｻﾞﾏ ｱﾔｺ 札幌市 0:56:27

19 4014 貝森 鮎 ｶｲﾓﾘ ｱﾕ 札幌市 0:56:30

20 4047 向 沙織 ﾑｶｲ ｻｵﾘ 美瑛町 0:56:47

21 4006 荒町 優香里 ｱﾗﾏﾁ ﾕｶﾘ 旭川市 0:57:31

22 4046 白石 淳子 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 0:57:34

23 4035 布施 紗耶香 ﾌｾ ｻﾔｶ 苫小牧市 0:58:04

24 4033 谷川 由香 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｶ 札幌市 0:58:09

25 4013 冨長 ちづる ﾄﾐﾅｶﾞ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市 0:58:12

26 4024 竹内 飛鳥 ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 白老町 0:58:30

27 4058 小笠原 美香 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｶ 札幌市 0:59:06

28 4008 按田 佳菜代 ｱﾝﾀ ｶﾅﾖ 札幌市 0:59:16

29 4005 大場 菜ツ美 ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 室蘭市 0:59:21

30 4010 山賀 真知子 ﾔﾏｶﾞ ﾏﾁｺ 札幌市 0:59:21

31 4036 長森 絵里花 ﾅｶﾞﾓﾘ ｴﾘｶ 札幌市 1:00:16

32 4017 佐原 沙織 ｻﾊﾗ ｻｵﾘ 函館市 1:01:08

33 4030 中村 知佳 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 八雲町 1:01:30

34 4052 山本 彩 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 札幌市 1:01:52

35 4042 南木 えり ﾐﾅﾐｷ ｴﾘ 室蘭市 1:02:24

36 4038 藤原 理絵 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴ 北広島市 1:03:14

37 4016 添田 元子 ｿｴﾀﾞ ﾓﾄｺ 札幌市 1:03:41

38 4060 鶴岡 裕子 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｺ 札幌市 1:04:02

39 4037 本多 裕季子 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷｺ 札幌市 1:05:07

40 4019 吉川 愛 ﾖｼｶﾜ ｱｲ 札幌市 1:06:34

41 4012 川崎 千晴 ｶﾜｻｷ ﾁﾊﾙ 札幌市 1:08:46

42 4051 小山 絵里 ｺﾔﾏ ｴﾘ 札幌市 1:10:44

43 4059 高田 佳奈子 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅｺ 札幌市 1:11:32

44 4015 津野 麻亜耶 ﾂﾉ ﾏｱﾔ 札幌市 1:13:01

45 4054 近藤 美紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 札幌市 1:15:14

46 4039 小林 由果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 札幌市 1:15:36

47 4003 三浦 美奈子 ﾐｳﾗ ﾐﾅｺ 札幌市 1:21:18

48 4043 野畑 智香 ﾉﾊﾀ ﾁｶ 石狩市 1:25:14
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