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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 4049 高村 敦子 ﾀｶﾑﾗ ｱﾂｺ 札幌市 0:43:39

2 4064 若山 睦子 ﾜｶﾔﾏ ﾑﾂｺ 札幌市 0:46:27

3 4039 大久保 智里 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｻﾄ 札幌市 0:49:04

4 4002 伊藤 愛香 ｲﾄｳ ｱｲｶ 札幌市 0:49:08

5 4050 湯川 育恵 ﾕｶﾜ ｲｸｴ 網走市 0:49:43

6 4023 平中 真弓 ﾀｲﾅｶ ﾏﾕﾐ 札幌市 0:50:39

7 4043 佐藤 恵里香 ｻﾄｳ ｴﾘｶ 札幌市 0:51:22

8 4034 八木 舞子 ﾔｷﾞ ﾏｲｺ 札幌市 0:51:40

9 4018 川上 園代 ｶﾜｶﾐ ｿﾉﾖ 札幌市 0:52:26

10 4005 工藤 菜瑠美 ｸﾄﾞｳ ﾅﾙﾐ 札幌市 0:52:57

11 4053 村井 美鈴 ﾑﾗｲ ﾐｽｽﾞ 札幌市 0:53:14

12 4062 花田 いくみ ﾊﾅﾀﾞ ｲｸﾐ 札幌市 0:53:17

13 4082 金澤 萌 ｶﾅｻﾞﾜ ﾓｴ 恵庭市 0:53:49

14 4059 高橋 伸乃子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｺ 天塩町 0:54:06

15 4078 赤間 文香 ｱｶﾏ ｱﾔｶ 札幌市 0:54:15

16 4037 川田 紬 ｶﾜﾀ ﾂﾑｷﾞ 東川町 0:54:34

17 4051 外崎 友蘭佳 ﾄﾉｻｷ ﾕﾘｶ 室蘭市 0:54:37

18 4056 山崎 美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 札幌市 0:54:44

19 4021 荒町 優香里 ｱﾗﾏﾁ ﾕｶﾘ 旭川市 0:54:49

20 4020 渡邊 綾乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ 札幌市 0:55:07

21 4004 徳田 奈美 ﾄｸﾀﾞ ﾅﾐ 札幌市 0:55:30

22 4015 楢山 美樹 ﾅﾗﾔﾏ ﾐｷ 札幌市 0:56:34

23 4019 辻本 真理 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ 札幌市 0:56:38

24 4057 大塚 朱音 ｵｵﾂｶ ｱｶﾈ 札幌市 0:57:27

25 4031 森 千夏 ﾓﾘ ﾁﾅﾂ 札幌市 0:58:33

26 4027 甲谷 里美 ｶﾌﾞﾄﾔ ｻﾄﾐ 札幌市 0:58:41

27 4010 南木 えり ﾐﾅﾐｷ ｴﾘ 室蘭市 0:58:57

28 4011 奈須野 梨恵 ﾅｽﾉ ﾘｴ 札幌市 0:59:58

29 4065 狩野 さと子 ｶﾉ ｻﾄｺ 札幌市 1:00:13

30 4016 佐々木 永 ｻｻｷ ﾊﾙｶ 札幌市 1:00:19

31 4067 森田 真衣 ﾓﾘﾀ ﾏｲ 札幌市 1:00:21

32 4054 竹内 美里 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 札幌市 1:00:26

33 4007 佐藤 望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 札幌市 1:00:33

34 4074 Ｒｉｂｂｌｅ Ｊａｎｅ ﾘﾌﾞﾙ ｼﾞｪｲﾝ 富良野市 1:01:14

35 4047 小枝 愛 ｺｴﾀﾞ ｱｲ 札幌市 1:02:51

36 4008 林 亜希 ﾊﾔｼ ｱｷ 札幌市 1:02:56

37 4009 中村 瑞穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 札幌市 1:03:15

38 4030 パントー ラウラ ﾊﾟﾝﾄｰ ﾗｳﾗ 札幌市 1:03:19

39 4075 Ｌａｉ Ｇｌｏｒｉａ ﾗｲ ｸﾞﾛｰﾘｱ 石狩市 1:03:32

40 4076 Ｄｅａｒ Ｃｈｒｉｓｔｉｅ Ａｎｎｅ ﾃﾞｨｱｰ ｸﾘｽﾃｨｱﾝ 石狩市 1:03:32

41 4024 渡邊 妃希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｻｷ 札幌市 1:03:35

42 4013 須賀 里菜 ｽｶﾞ ﾘﾅ 札幌市 1:03:38

43 4003 北野 有希恵 ｷﾀﾉ ﾕｷｴ 札幌市 1:04:23

44 4036 竹腰 恵 ﾀｹｺｼ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 1:04:23

45 4079 窪田 文佳 ｸﾎﾞﾀ ﾌﾐｶ 札幌市 1:05:34

46 4052 川上 今日子 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｺ 札幌市 1:05:35

47 4072 江藤 真里奈 ｴﾄｳ ﾏﾘﾅ 旭川市 1:05:49

48 4071 大槻 りか ｵｵﾂｷ ﾘｶ 千歳市 1:08:00

49 4029 前田 若菜 ﾏｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 札幌市 1:08:03

50 4069 渡部 未優 ﾜﾀﾍﾞ ﾐﾕ 北広島市 1:08:50
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51 4012 濱田 あゆみ ﾊﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 札幌市 1:09:22

52 4028 横井 元子 ﾖｺｲ ﾓﾄｺ 札幌市 1:10:00

53 4014 大西 かおり ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ 札幌市 1:10:10

54 4083 藤澤 綾子 ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾔｺ 札幌市 1:10:13

55 4068 若月 愛実 ﾜｶﾂｷ ﾏﾅﾐ 札幌市 1:10:13

56 4001 吉田 記子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 札幌市 1:10:24

57 4017 高橋 千尋 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 札幌市 1:10:48

58 4032 二丹田 凡子 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾅﾐｺ 札幌市 1:12:15

59 4070 吉田 圭花 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｶ 札幌市 1:12:38

60 4077 蓮本 あやめ ﾊｽﾓﾄ ｱﾔﾒ 旭川市 1:12:50

61 4046 山戸 育実 ﾔﾏﾄ ｲｸﾐ 江別市 1:13:00

62 4026 森本 幸 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷ 札幌市 1:13:03

63 4058 柳田 みなみ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾅﾐ 札幌市 1:13:41

64 4045 梅田 和希 ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:13:45

65 4044 田中 泉 ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ 札幌市 1:13:45

66 4040 岩佐 綾香 ｲﾜｻ ｱﾔｶ 恵庭市 1:15:19

67 4060 高橋 里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 札幌市 1:15:19

68 4080 宗宮 加奈 ｿｳﾐﾔ ｶﾅ 札幌市 1:20:51

69 4035 内 麻美 ｳﾁ ｱｻﾐ 札幌市 1:21:01

70 4066 児玉 佳奈子 ｺﾀﾞﾏ ｶﾅｺ 札幌市 1:24:04

71 4022 本川 桃子 ﾓﾄｶﾜ ﾓﾓｺ 札幌市 1:26:12
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