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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 4083 米村 京子 ﾖﾈﾑﾗ ｷｮｳｺ 札幌市 0:43:08

2 4059 勘林 愛美里 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱﾐﾘ 札幌市 0:44:21

3 4001 青木 紗矢香 ｱｵｷ ｻﾔｶ 札幌市 0:45:30

4 4070 山岸 麻衣 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｲ 札幌市 0:45:39

5 4053 布村 歩未 ﾇﾉﾑﾗ ｱﾕﾐ 札幌市 0:46:04

6 4096 松家 美典 ﾏﾂｶ ﾐﾉﾘ 札幌市 0:46:24

7 4016 斉藤 萌 ｻｲﾄｳ ﾓｴ 名寄市 0:46:40

8 4063 松橋 優美 ﾏﾂﾊｼ ﾕﾐ 滝川市 0:46:47

9 4088 ヴェグ レア ｳﾞｪｸﾞ ﾚｱ 札幌市 0:46:52

10 4039 坂下 有紀 ｻｶｼﾀ ﾕｷ 札幌市 0:47:42

11 4091 杉山 愛 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｲ 札幌市 0:48:50

12 4008 藤田 なつみ ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂﾐ 札幌市 0:48:50

13 4082 川合 絵美 ｶﾜｲ ｴﾐ 札幌市 0:49:00

14 4023 坂村 歩美 ｻｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 紋別市 0:49:09

15 4033 河合 美典 ｶﾜｲ ﾐﾉﾘ 札幌市 0:49:42

16 4022 湯川 育恵 ﾕｶﾜ ｲｸｴ 網走市 0:51:03

17 4047 二木 花夏 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾊﾅｶ 札幌市 0:51:21

18 4010 間 綾子 ﾊｻﾞﾏ ｱﾔｺ 札幌市 0:52:08

19 4081 海老澤 麻衣子 ｴﾋﾞｻﾜ ﾏｲｺ 黒松内町 0:52:44

20 4093 平中 真弓 ﾀｲﾅｶ ﾏﾕﾐ 札幌市 0:52:52

21 4038 紺田 さとみ ｺﾝﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 0:53:51

22 4015 合田 彩里衣 ｺﾞｳﾀﾞ ｻﾘｲ 札幌市 0:53:52

23 4021 荒町 優香里 ｱﾗﾏﾁ ﾕｶﾘ 旭川市 0:54:22

24 4095 大澤 絢子 ｵｵｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 0:54:33

25 4046 水野 文 ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐ 札幌市 0:54:49

26 4075 外崎 友蘭佳 ﾄﾉｻｷ ﾕﾘｶ 室蘭市 0:55:01

27 4040 杉本 絢奈 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ 札幌市 0:55:41

28 4064 渡邊 綾乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 札幌市 0:55:58

29 4058 木村 香織 ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 札幌市 0:56:12

30 4012 瀬川 智穂 ｾｶﾞﾜ ﾁﾎ 札幌市 0:56:32

31 4087 南木 えり ﾐﾅﾐｷ ｴﾘ 室蘭市 0:56:34

32 4034 今井 淳美 ｲﾏｲ ｱﾂﾐ 札幌市 0:56:40

33 4100 本間 恵美 ﾎﾝﾏ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 0:56:51

34 4094 古橋 あゆみ ﾌﾙﾊｼ ｱﾕﾐ 札幌市 0:56:51

35 4057 貝森 鮎 ｶｲﾓﾘ ｱﾕ 札幌市 0:57:18

36 4027 中野 悠希乃 ﾅｶﾉ ﾕｷﾉ 札幌市 0:58:02

37 4076 林 鈺文 ﾘﾝ ﾕｰｳｪﾝ 札幌市 0:58:14

38 4068 村井 美鈴 ﾑﾗｲ ﾐｽｽﾞ 札幌市 0:58:32

39 4077 吉田 美由起 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩内町 0:58:56

40 4067 守田 桃実 ﾓﾘﾀ ﾓﾓﾐ 札幌市 0:58:56

41 4031 髙橋 未知 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁ 江別市 0:59:35

42 4056 工藤 菜瑠美 ｸﾄﾞｳ ﾅﾙﾐ 札幌市 0:59:40

43 4092 徐 子航 ｼﾞｮ ｼｺｳ 札幌市 0:59:47

44 4020 鈴木 寛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 札幌市 0:59:51

45 4080 中山 由佳 ﾅｶﾔﾏ ﾕｶ 札幌市 0:59:53

46 4065 辻本 真理 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ 札幌市 0:59:54

47 4073 納 志穂 ｵｻﾒ ｼﾎ 札幌市 1:00:11

48 4002 山本 彩 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 札幌市 1:00:17

49 4069 大澤 夏子 ｵｵｻﾜ ﾅﾂｺ 札幌市 1:00:36

50 4017 林 亜希 ﾊﾔｼ ｱｷ 札幌市 1:00:57
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51 4097 斗内 晶子 ﾄﾅｲ ｼｮｳｺ 札幌市 1:01:18

52 4029 中島 美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 札幌市 1:01:23

53 4032 山賀 真知子 ﾔﾏｶﾞ ﾏﾁｺ 札幌市 1:02:03

54 4066 中野 鈴実 ﾅｶﾉ ｽｽﾞﾐ 札幌市 1:02:08

55 4028 佐藤 望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 札幌市 1:02:39

56 4101 木下 春香 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 札幌市 1:02:43

57 4060 小林 美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 札幌市 1:02:49

58 4011 近江 麻耶 ｵｵﾐ ﾏﾔ 函館市 1:02:49

59 4061 高橋 佳奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 札幌市 1:03:14

60 4044 丸山 美菜子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾅｺ 札幌市 1:03:19

61 4009 佐藤 理湖 ｻﾄｳ ﾘｺ 寿都町 1:03:24

62 4026 狩野 さと子 ｶﾉ ｻﾄｺ 札幌市 1:03:26

63 4062 竹内 有美 ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ 札幌市 1:04:00

64 4090 渡部 未優 ﾜﾀﾍﾞ ﾐﾕ 北広島市 1:04:33

65 4003 奥山 綾子 ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ 札幌市 1:04:39

66 4050 柴田 かおり ｼﾊﾞﾀ ｶｵﾘ 札幌市 1:04:58

67 4079 野呂 美暖里 ﾉﾛ ﾐﾉﾘ 千歳市 1:05:34

68 4035 小田 いくえ ｵﾀﾞ ｲｸｴ 札幌市 1:05:34

69 4048 瀧澤 愛 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｲ 札幌市 1:05:35

70 4074 渋川 麻里菜 ｼﾌﾞｶﾜ ﾏﾘﾅ 札幌市 1:05:42

71 4049 梶原 梨津子 ｶｼﾞﾊﾗ ﾘﾂｺ 札幌市 1:05:51

72 4030 阿萬 香織 ｱﾏﾝ ｶｵﾘ 札幌市 1:06:08

73 4052 辻井 麻美 ﾂｼﾞｲ ｱｻﾐ 札幌市 1:06:12

74 4086 祝田 友里絵 ｲﾜｲﾀﾞ ﾕﾘｴ 札幌市 1:07:21

75 4037 牧野 真奈美 ﾏｷﾉ ﾏﾅﾐ 札幌市 1:07:22

76 4089 ぱんとう らうら ﾊﾟﾝﾄｰ ﾗｳﾗ 札幌市 1:07:31

77 4055 川上 今日子 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｺ 札幌市 1:07:34

78 4041 上平 美幸 ｳｴﾀｲﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 1:07:45

79 4005 大野 あゆみ ｵｵﾉ ｱﾕﾐ 札幌市 1:08:21

80 4084 山田 あゆみ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 千歳市 1:08:50

81 4098 シュースター エミリー ｼｭｰｽﾀｰ ｴﾐﾘｰ 札幌市 1:09:30

82 4099 リブル ジェーン ﾘﾌﾞﾙ ｼﾞｪｰﾝ 富良野市 1:09:30

83 4042 石沢 幸奈 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 札幌市 1:09:33

84 4043 竹腰 恵 ﾀｹｺｼ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 1:09:52

85 4054 斗内 結香 ﾄﾅｲ ﾕｶ 札幌市 1:10:08

86 4024 二丹田 凡子 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾅﾐｺ 札幌市 1:11:03

87 4036 安田 育恵 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｴ 札幌市 1:11:07

88 4051 堀 愛菜 ﾎﾘ ｱｲﾅ 札幌市 1:11:14

89 4025 村木 友香 ﾑﾗｷ ﾕｶ 札幌市 1:11:19

90 4045 宗宮 加奈 ｿｳﾐﾔ ｶﾅ 札幌市 1:11:23

91 4014 按田 佳菜代 ｱﾝﾀ ｶﾅﾖ 札幌市 1:12:24

92 4013 目黒 槙栄 ﾒｸﾞﾛ ｺｽﾞｴ 石狩市 1:12:46

93 4019 佐藤 なお ｻﾄｳ ﾅｵ 札幌市 1:16:33

94 4004 成田 笑子 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺ 札幌市 1:18:28
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