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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 2043 森内 千鶴 ﾓﾘｳﾁ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市 3:16:18

2 2021 高橋 那緒 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 鷹栖町 3:17:25

3 2034 野尻 美香 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 札幌市 3:27:05

4 2032 濱名 海乃 ﾊﾏﾅ ｳﾐﾉ 名寄市 3:33:06

5 2010 八巻 万理子 ﾔﾏｷ ﾏﾘｺ 中富良野町 3:33:27

6 2018 塩田 真弓 ｼｵﾀ ﾏﾕﾐ 旭川市 3:41:05

7 2049 本間 麻衣子 ﾎﾝﾏ ﾏｲｺ 札幌市 3:46:29

8 2033 大久保 千恵 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｴ 室蘭市 3:51:13

9 2052 柿崎 若奈 ｶｷｻﾞｷ ﾜｶﾅ 札幌市 3:59:19

10 2022 西田 陽子 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 4:00:45

11 2041 鎌田 芳理 ｶﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 札幌市 4:02:50

12 2038 齋藤 尚子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ 札幌市 4:08:05

13 2054 静木 杏子 ｼｽﾞｷ ｷｮｳｺ 札幌市 4:08:46

14 2055 徳本 順子 ﾄｸﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 4:08:58

15 2044 羽生 絵梨 ﾊﾆｭｳ ｴﾘ 中標津町 4:09:11

16 2002 硲 はるか ｻｺ ﾊﾙｶ 旭川市 4:10:33

17 2027 高津 友紀 ﾀｶﾂ ﾕｳｷ 函館市 4:15:37

18 2005 中村 美里 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾘ 苫小牧市 4:18:52

19 2004 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 4:20:33

20 2006 真山 恵梨 ﾏﾔﾏ ｴﾘ 札幌市 4:20:37

21 2025 平山 萌 ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ 名寄市 4:22:07

22 2013 福家 香織 ﾌｸﾔ ｶｵﾘ 江別市 4:23:28

23 2035 嶋 乙夏 ｼﾏ ｲﾂｶ 札幌市 4:23:34

24 2001 定森 美音 ｻﾀﾞﾓﾘ ﾐｵ 札幌市 4:25:34

25 2046 笹森 愛 ｻｻﾓﾘ ｱｲ 札幌市 4:27:24

26 2050 高田 裕子 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｺ 音更町 4:27:41

27 2014 北野 愛奈 ｷﾀﾉ ｱｲﾅ 札幌市 4:33:31

28 2016 孫 慧莉花 ｿﾝ ｴﾘｶ 札幌市 4:33:32

29 2053 惣角 果奈 ｿｳｽﾐ ｶﾅ 札幌市 4:48:55

30 2028 神垣 輝美 ｶﾐｶﾞｷ ﾃﾙﾐ 札幌市 4:54:23

31 2057 居上 るりな ｲｶﾞﾐ ﾙﾘﾅ 札幌市 4:57:02

32 2008 吉尾 美奈 ﾖｼｵ ﾐﾅ 札幌市 4:57:51

33 2020 北原 かおり ｷﾀﾊﾗ ｶｵﾘ 札幌市 4:57:52

34 2009 山田 佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 札幌市 5:13:10

35 2051 西村 友美 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾐ 札幌市 5:20:49

36 2019 渡嘉敷 はるな ﾄｶｼｷ ﾊﾙﾅ 札幌市 5:20:49

37 2024 笹森 瞳 ｻｻﾓﾘ ﾋﾄﾐ 札幌市 5:20:49

38 2026 齊藤 優 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 札幌市 5:26:12

39 2037 鈴木 あかね ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 岩見沢市 5:34:27

40 2030 中村 知佳 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 八雲町 5:35:15

41 2007 田中 惠 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 5:40:05

42 2015 添田 元子 ｿｴﾀﾞ ﾓﾄｺ 札幌市 5:45:22

43 2040 松岡 香菜 ﾏﾂｵｶ ｶﾅ 札幌市 5:48:12
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