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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 5613 川村 綾 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔ 札幌市 0:40:23

2 5618 武越 優芽 ﾀｹｺｼ ﾕﾒ 函館市 0:42:24

3 5513 児玉 亜希子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ 登別市 0:42:42

4 5520 戸井田 美空 ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ 札幌市 0:42:44

5 5621 高橋 ななみ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 札幌市 0:43:16

6 5534 戸井田 七海 ﾄｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ 札幌市 0:43:24

7 5592 七條 萌 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾓｴ 名寄市 0:44:03

8 5600 青木 紗矢香 ｱｵｷ ｻﾔｶ 札幌市 0:45:06

9 5588 藤田 なつみ ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂﾐ 札幌市 0:47:50

10 5605 飯田 依未 ｲｲﾀﾞ ｴﾐ 帯広市 0:49:44

11 5506 伊藤 愛香 ｲﾄｳ ｱｲｶ 札幌市 0:50:19

12 5560 墨谷 美月 ｽﾐﾀﾆ ﾐﾂﾞｷ 帯広市 0:51:09

13 5609 原田 あゆみ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 札幌市 0:51:26

14 5602 鶴岡 裕子 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｺ 札幌市 0:52:57

15 5574 深瀬 桃加 ﾌｶｾ ﾓﾓｶ 札幌市 0:54:11

16 5510 花田 いくみ ﾊﾅﾀﾞ ｲｸﾐ 札幌市 0:56:02

17 5527 伊藤 日菜子 ｲﾄｳ ﾋﾅｺ 札幌市 0:56:14

18 5604 山口 千佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶ 小樽市 0:56:20

19 5601 竹嶋 千暁 ﾀｹｼﾏ ﾁｱｷ 札幌市 0:59:44

20 5607 岡垣 星奈 ｵｶｶﾞｷ ｾｲﾅ 札幌市 1:01:13

21 5552 吉田 夏実 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ 札幌市 1:02:57

22 5596 大塚 朱音 ｵｵﾂｶ ｱｶﾈ 札幌市 1:03:03

23 5617 権田 奈々 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾅ 札幌市 1:04:16

24 5550 斗内 晶子 ﾄﾅｲ ｼｮｳｺ 札幌市 1:04:26

25 5610 松家 由貴 ﾏﾂｶ ﾕｷ 札幌市 1:04:29

26 5568 佐々木 姿織 ｻｻｷ ｼｵﾘ 札幌市 1:06:09

27 5578 飯間 愛美 ｲｲﾏ ｱｲﾐ 札幌市 1:06:28

28 5553 門間 紀子 ﾓﾝﾏ ﾉﾘｺ 札幌市 1:07:34

29 5558 谷江 あみ ﾀﾆｴ ｱﾐ 江別市 1:08:24

30 5567 鈴木 寛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 札幌市 1:08:32

31 5594 髙橋 千尋 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 札幌市 1:09:57

32 5581 佐藤 わかな ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 札幌市 1:10:01

33 5518 大野 あゆみ ｵｵﾉ ｱﾕﾐ 札幌市 1:11:38

34 5565 玉置 ゆうか ﾀﾏｷ ﾕｳｶ 札幌市 1:12:53

34 5566 北村 真美 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾐ 札幌市 1:12:53

36 5603 田村 優泉 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾐ 江別市 1:15:49

37 5536 石塚 有奈 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 札幌市 1:18:47

38 5533 佐藤 亜由美 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 札幌市 1:20:38

39 5614 伊勢谷 愛 ｲｾﾔ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 1:34:11

40 5554 前橋 麻美 ﾏｴﾊｼ ｱｻﾐ 札幌市 1:38:11
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