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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 2009 高橋 那緒 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 鷹栖町 3:10:59

2 2010 佐藤 晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 札幌市 3:13:06

3 2050 松井 祐子 ﾏﾂｲ ﾕｳｺ 札幌市 3:19:20

4 2025 森内 千鶴 ﾓﾘｳﾁ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市 3:22:54

5 2005 野尻 美香 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 札幌市 3:24:20

6 2041 濱名 海乃 ﾊﾏﾅ ｳﾐﾉ 名寄市 3:27:06

7 2036 手塚 淑恵 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｴ 札幌市 3:29:56

8 2054 京谷 理紗 ｷｮｳﾔ ﾘｻ 旭川市 3:31:52

9 2043 坂谷 千春 ｻｶﾀﾆ ﾁﾊﾙ 札幌市 3:38:27

10 2027 平山 萌 ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ 名寄市 3:39:24

11 2011 東 絵里香 ｱｽﾞﾏ ｴﾘｶ 札幌市 3:50:38

12 2046 荒木 杏菜 ｱﾗｷ ｱﾝﾅ 旭川市 3:52:41

13 2018 吉武 もにか ﾖｼﾀｹ ﾓﾆｶ 札幌市 3:54:40

14 2017 笹森 瞳 ｻｻﾓﾘ ﾋﾄﾐ 札幌市 3:58:45

15 2037 髙津 友紀 ﾀｶﾂ ﾕｳｷ 札幌市 3:58:51

16 2004 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 3:59:56

17 2049 飯田 紗斗美 ｲｲﾀﾞ ｻﾄﾐ 札幌市 4:00:33

18 2035 川合 絵美 ｶﾜｲ ｴﾐ 札幌市 4:04:57

19 2015 西田 陽子 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 4:07:31

20 2022 千葉 郁代 ﾁﾊﾞ ｲｸﾖ 登別市 4:11:27

21 2033 上村 亜侑美 ｳｴﾑﾗ ｱﾕﾐ 札幌市 4:15:08

22 2039 北村 夏美 ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ 札幌市 4:15:59

23 2003 槇尾 明子 ﾏｷｵ ｱｷｺ 札幌市 4:18:17

24 2055 田中 美里 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ 白老町 4:18:29

25 2030 中村 美里 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾘ 苫小牧市 4:21:41

26 2016 福家 香織 ﾌｸﾔ ｶｵﾘ 江別市 4:21:55

27 2021 嶋 乙夏 ｼﾏ ｲﾂｶ 札幌市 4:21:55

28 2006 高橋 里美 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 滝川市 4:23:59

29 2045 神垣 輝美 ｶﾐｶﾞｷ ﾃﾙﾐ 札幌市 4:26:16

30 2040 小出 この実 ｺｲﾃﾞ ｺﾉﾐ 札幌市 4:30:13

31 2038 鬼頭 亜由美 ｷﾄｳ ｱﾕﾐ 札幌市 4:32:53

32 2029 香島 多希 ｶｼﾏ ﾀｷ 札幌市 4:38:54

33 2042 紺田 さとみ ｺﾝﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 4:42:00

34 2023 惣角 果奈 ｿｳｽﾐ ｶﾅ 札幌市 5:03:50

35 2026 佐藤 円花 ｻﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 札幌市 5:04:06

36 2044 横山 佳奈 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅ 札幌市 5:06:32

37 2007 山崎 智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 苫小牧市 5:13:37

38 2053 西村 友美 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾐ 札幌市 5:14:17

39 2019 池田 彩夏 ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ 恵庭市 5:19:40

40 2028 斉藤 裕美 ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 札幌市 5:22:35

41 2013 伊藤 春香 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 札幌市 5:30:55

42 2032 岩山 育美 ｲﾜﾔﾏ ｲｸﾐ 札幌市 5:31:10

43 2052 前澤 まな美 ﾏｴｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 北見市 5:33:11
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