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1 7129 塩﨑 日奈 ｼｵｻﾞｷ ﾋﾅ エクセルＲＣ 札幌市 1:05:43

2 7594 高浜 香澄 ﾀｶﾊﾏ ｶｽﾐ Ｒｕｎｕｐ 千歳市 1:13:37

3 7135 山谷 あずさ ﾔﾏﾔ ｱｽﾞｻ 札幌市 1:14:16

4 7132 中里 淳子 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝｺ カンレキー 札幌市 1:14:19

5 7593 大澤 利香 ｵｵｻﾜ ﾘｶ 千歳市 1:14:30

6 7134 千葉 有樹 ﾁﾊﾞ ｱｷ 釧路市 1:14:38

7 7145 大村 由莉香 ｵｵﾑﾗ ﾕﾘｶ デンソー北海道 札幌市 1:15:30

8 7130 佐藤 晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 札幌市 1:17:14

9 7131 佐賀井 奈穂 ｻｶﾞｲ ﾅｵ エスマラソン部 札幌市 1:17:58

10 7168 山本 典子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 江別市 1:18:08

11 7144 柿崎 若奈 ｶｷｻﾞｷ ﾜｶﾅ 札幌市 1:19:25

12 7158 山田 麻衣子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲｺ 札幌市 1:21:29

13 7143 奥田 理恵 ｵｸﾀﾞ ﾘｴ 登別市 1:23:40

14 7176 桜井 富士枝 ｻｸﾗｲ ﾌｼﾞｴ 札幌市 1:24:10

15 7182 大内 稚絵 ｵｵｳﾁ ﾁｴ （株）あらた 札幌市 1:24:15

16 7602 谷本 聡美 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾄﾐ 千歳市 1:24:45

17 7247 千葉 志保 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市 1:25:18

18 7175 栗田 彰子 ｸﾘﾀ ｱｷｺ パリジャンサガ 岩見沢市 1:25:53

19 7078 藤宮 里奈 ﾌｼﾞﾐﾔ ﾘﾅ 埼玉県 1:26:23

20 7140 原 綾 ﾊﾗ ｱﾔ エクセルＲＣ 江別市 1:26:34

21 7137 渡辺 まな美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ チーム釜亭 札幌市 1:26:45

22 7148 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 完走ブラザーズ 札幌市 1:27:37

23 7138 遠藤 匡里子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ ＴＷＩＳＴ 札幌市 1:27:57

24 7187 石田 さゆり ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 札幌市 1:28:05

25 7149 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 栗山小学校 札幌市 1:28:21

26 7053 太田 陽子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ むつみ 神奈川県 1:28:25

27 7258 高橋 企公子 ﾀｶﾊｼ ｷｸｺ 岩見沢市 1:28:35

28 7195 石田 政乃 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉ 網走市 1:28:52

29 7200 髙橋 実香 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 岩見沢市 岩見沢市 1:29:36

30 7006 加納 美佐恵 ｶﾉｳ ﾐｻｴ アーキラボＲＣ 東京都 1:29:38

31 7141 小嶋 洋子 ｺｼﾞﾏ ﾖｳｺ 札幌市 1:29:39

32 7608 森 尋美 ﾓﾘ ﾋﾛﾐ ジョイフル 千歳市 1:29:40

33 7606 木元 加奈子 ｷﾓﾄ ｶﾅｺ チームしま部 千歳市 1:29:46

34 7635 山本 さち ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁ 千歳市 1:29:53

35 7147 安藤 広美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 市立札幌病院 札幌市 1:29:54

36 7174 廣田 雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ 札幌市 1:30:03

37 7139 清藤 順子 ｾｲﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:30:25

38 7569 日比野 由佳 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｶ 日比野塗装 札幌市 1:31:03

39 7240 山野 香 ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ 札幌市 1:31:13

40 7086 後藤 美智子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 愛知県 1:31:48

41 7605 藤井 舞子 ﾌｼﾞｲ ﾏｲｺ チームしま部 千歳市 1:31:56

42 7193 小川 理恵 ｵｶﾞﾜ ﾘｴ 石狩市 1:32:12

43 7173 坂本 奈美 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ ＪＯＹＦＩＴ 札幌市 1:32:20

44 7154 土肥 章子 ﾄﾞﾋ ｱｷｺ 札幌市 1:32:30

45 7024 吉田 未知代 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾖ 東京都 1:32:43

46 7172 鎌田 昌子 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｺ 済生会小樽病院 小樽市 1:32:57

47 7217 石山 有美 ｲｼﾔﾏ ｱﾐ 石狩市 1:33:00

48 7049 浅野 和代 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 1:33:02

49 7007 小室 久美子 ｺﾑﾛ ｸﾐｺ 酒ＲＵＮ 東京都 1:33:08

50 7619 柴田 佳奈子 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ かもめ食堂 千歳市 1:33:11
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51 7233 佐藤 夏生 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 札幌市 1:33:14

52 7213 鶴岡 裕子 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｺ 札幌市 1:33:28

53 7221 香月 紀子 ｶﾂｷ ﾉﾘｺ 札幌市 1:33:32

54 7286 佐藤 育美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 札幌市 1:33:41

55 7631 松尾 紗由美 ﾏﾂｵ ｻﾕﾐ 千歳市 1:33:51

56 7225 白川 靖恵 ｼﾗｶﾜ ﾔｽｴ はまちゃんねる 札幌市 1:33:52

56 7607 池田 由佳 ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 千歳市 1:33:52

58 7178 小松 真由美 ｺﾏﾂ ﾏﾕﾐ 札幌市 1:34:00

59 7285 佐々木 美貴子 ｻｻｷ ﾐｷｺ 札幌市 1:34:03

60 7087 赤塚 かおり ｱｶﾂｶ ｶｵﾘ 愛知県 1:34:31

61 7177 松見 淳子 ﾏﾂﾐ ｼﾞｭﾝｺ 夕張市 1:34:33

62 7224 大橋 敬子 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ 札幌走ろう会 札幌市 1:34:36

63 7372 片貝 優李 ｶﾀｶﾞｲ ﾕｳﾘ 苫小牧市 1:34:40

64 7160 村井 美鈴 ﾑﾗｲ ﾐｽｽﾞ ⭐︎ＴＯＷＥＲ 札幌市 1:34:44

65 7208 横山 詩織 ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ 札幌市 1:34:47

66 7146 土川 美枝 ﾂﾁｶﾜ ﾐｴ 札幌市 1:34:49

67 7188 長尾 理恵 ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 長尾家 恵庭市 1:34:57

68 7183 深瀬 聖子 ﾌｶｾ ﾏｻｺ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 1:35:00

69 7136 太田 亜紀子 ｵｵﾀ ｱｷｺ 札幌市 1:35:11

70 7184 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 1:35:35

71 7406 清水 留佳 ｼﾐｽﾞ ﾙｶ 伏古北小学校 札幌市 1:35:55

71 7151 坂本 絵麻 ｻｶﾓﾄ ｴﾏ 函館市 1:35:55

73 7388 佐野 珠里 ｻﾉ ｼｭﾘ ジェイエスエス 苫小牧市 1:36:00

74 7198 横濱 由里絵 ﾖｺﾊﾏ ﾕﾘｴ 札幌市 1:36:04

75 7272 半澤 晃子 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｷｺ 札幌市 1:36:11

76 7171 岸川 綾華 ｷｼｶﾜ ｱﾔｶ エスケーライン 岩見沢市 1:36:12

77 7603 槙野 由季 ﾏｷﾉ ﾕｷ 千歳市 1:36:29

78 7269 日置 ゆかり ﾋｵｷ ﾕｶﾘ 札幌市 1:36:33

79 7337 相木 千明 ｱｲｷ ﾁｱｷ 旭川市 1:36:39

80 7121 今井 めぐみ ｲﾏｲ ﾒｸﾞﾐ 福岡県 1:36:41

81 7002 森田 早苗 ﾓﾘﾀ ｻﾅｴ 東京都 1:36:43

82 7257 武居 晴子 ﾀｹｲ ﾊﾙｺ 大地太陽 札幌市 1:36:49

83 7216 門馬 史恵 ﾓﾝﾏ ﾌﾐｴ ガブノミカレー 札幌市 1:36:54

84 7185 佐藤 舞子 ｻﾄｳ ﾏｲｺ イブリジニー 札幌市 1:36:57

85 7133 太田 京子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ フレングＲＣ 札幌市 1:36:59

86 7050 赤坂 美穂 ｱｶｻｶ ﾐﾎ 神奈川県 1:37:02

87 7235 山下 ひろみ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐ ホリデイＳＣ 北広島市 1:37:07

88 7180 高橋 雅子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 札幌市 1:37:29

89 7005 松岡 ひろみ ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾐ 東京都 1:37:42

89 7004 渡辺 由佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 東京都 1:37:42

91 7624 横田 幸 ﾖｺﾀ ﾐﾕｷ 千歳市 1:37:54

92 7271 山崎 美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 札幌市 1:38:06

92 7207 安藤 ひとみ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:38:06

94 7458 阿部 千恵美 ｱﾍﾞ ﾁｴﾐ 安平町 1:38:08

95 7368 入野 知華 ｲﾘﾉ ﾄﾓｶ 北広島市 1:38:18

96 7341 荒井 恵久子 ｱﾗｲ ｴｸｺ 恵庭市 1:38:20

97 7126 山崎 純子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 青森県 1:38:31

98 7230 神 麻衣子 ｼﾞﾝ ﾏｲｺ 札幌市 1:38:34

99 7299 越川 志保 ｺｼｶﾜ ｼﾎ 江別市 1:38:36

100 7515 秋田 愛 ｱｷﾀ ｱｲ 札幌市 1:38:39

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

17km女子

Print: 2022/06/05 16:23:06 3 / 12 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

101 7001 川上 千晴 ｶﾜｶﾐ ﾁﾊﾙ 東京都 1:38:48

102 7367 黒牧 仰生 ｸﾛﾏｷ ｱｵｲ 札幌市 1:38:50

103 7181 川瀬 亜希子 ｶﾜｾ ｱｷｺ ちよちよず 札幌市 1:38:52

104 7223 勝沼 珠希 ｶﾂﾇﾏ ﾀﾏｷ エコ名ＮＲＣ 札幌市 1:38:53

105 7192 伊藤 愛香 ｲﾄｳ ｱｲｶ 札幌市 1:38:54

106 7260 倉兼 亜紀 ｸﾗｶﾈ ｱｷ 北見市 1:38:57

107 7194 新井田 慶子 ﾆｲﾀﾞ ｹｲｺ 北広島市 1:39:00

108 7165 石崎 ありさ ｲｼｻﾞｷ ｱﾘｻ 札幌市 1:39:09

109 7203 大坂 美保子 ｵｵｻｶ ﾐﾎｺ アーキラボＲＣ 札幌市 1:39:11

110 7009 木村 弘美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 1:39:17

111 7128 日比野 さゆり ﾋﾋﾞﾉ ｻﾕﾘ ●ＴＯＷＥＲ● 札幌市 1:39:19

112 7237 竹浪 美亜沙 ﾀｹﾅﾐ ﾐｱｻ 泰二郎倶楽部 札幌市 1:39:20

113 7219 真崎 美穂 ﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 札幌市 1:39:26

114 7644 境 愛子 ｻｶｲ ｱｲｺ 千歳市 1:39:27

115 7202 喜多 清美 ｷﾀ ｷﾖﾐ 北見市 1:39:30

116 7052 石川 奈緒子 ｲｼｶﾜ ﾅｵｺ 神奈川県 1:39:40

117 7189 高瀬 育子 ﾀｶｾ ｲｸｺ エスマラソン部 札幌市 1:39:43

118 7398 古川 めぐむ ﾌﾙｶﾜ ﾒｸﾞﾑ 北広島市 1:39:45

119 7212 山本 なをみ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｦﾐ 札幌市 1:39:47

120 7253 伊佐治 友美子 ｲｻｼﾞ ﾕﾐｺ 札幌市 1:39:50

121 7278 寺口 芽理 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾒﾘ いろはな 札幌市 1:39:53

122 7090 瀬戸 敏江 ｾﾄ ﾄｼｴ 愛知県 1:39:55

123 7342 樋口 瑞希 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 札幌市 1:39:56

124 7079 星野 典子 ﾎｼﾉ ﾉﾘｺ 埼玉県 1:40:01

125 7275 北道 裕美 ｷﾀﾐﾁ ﾋﾛﾐ 新ひだか町 1:40:04

126 7309 菊地 ひろみ ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ ＳＣＵ 札幌市 1:40:09

127 7374 小川 佳菜子 ｵｶﾞﾜ ｶﾅｺ ＮＡＫＡＺＡＰ 滝川市 1:40:10

127 7270 平出 朱実 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｹﾐ 岩見沢市 1:40:10

129 7197 林 沙織 ﾊﾔｼ ｻｵﾘ 音更町 1:40:14

130 7120 原田 素子 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾄｺ 福岡県 1:40:23

131 7242 狩野 さと子 ｶﾉ ｻﾄｺ 札幌市 1:40:28

132 7282 近間 さおり ﾁｶﾏ ｻｵﾘ 札幌市 1:40:29

133 7166 竹内 奈生美 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾐ 三笠市 1:40:31

134 7244 細川 知美 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:40:43

135 7156 片山 正子 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻｺ 函館市 1:40:45

136 7636 野々宮 規美代 ﾉﾉﾐﾔ ｷﾐﾖ 千歳市 1:40:50

136 7206 松井 友里 ﾏﾂｲ ﾕﾘ 札幌市 1:40:50

138 7640 時田 由佳 ﾄｷﾀ ﾕｶ 千歳市 1:40:52

138 7179 田村 早苗 ﾀﾑﾗ ｻﾅｴ 札幌市 1:40:52

140 7028 栗原 真紀 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ ＦａｎｄＦ 東京都 1:40:56

141 7306 三浦 里織 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 札幌市 1:40:57

142 7498 雲雀 かおる ﾋﾊﾞﾘ ｶｵﾙ 札幌市 1:41:12

143 7210 播本 雅津子 ﾊﾘﾓﾄ ｶﾂﾞｺ 名寄市 1:41:13

144 7332 遠田 美絵 ｴﾝﾀ ﾐｴ 新ひだか町 1:41:14

145 7204 臼井 啓子 ｳｽｲ ｹｲｺ 石狩市 1:41:16

146 7127 長屋 富久子 ﾅｶﾞﾔ ﾌｸｺ 札幌市 1:41:25

147 7637 古家 陽子 ﾌﾙｲｴ ﾖｳｺ 空自千歳基地 千歳市 1:41:30

148 7095 間宮 明美 ﾏﾐﾔ ｱｹﾐ 岐阜県 1:41:32

149 7296 福良 薫 ﾌｸﾗ ｶｵﾙ 札幌市 1:41:50

150 7601 米津 ミカ ﾖﾈﾂ ﾐｶ うまこ 千歳市 1:41:53
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151 7465 服部 文香 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐｶ 札幌市 1:41:55

151 7048 西田 沙世 ﾆｼﾀﾞ ｻﾖ 東京都 1:41:55

153 7239 加藤 真由美 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ やっぱし！ゆに 栗山町 1:41:57

154 7598 畔柳 千裕 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾁﾋﾛ 千歳市 1:42:03

155 7159 熊谷 真佐枝 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｴ 札幌市 1:42:10

156 7433 長澤 亜矢子 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾔｺ 札幌市 1:42:15

156 7620 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 1:42:15

158 7328 岡田 美幸 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 恵庭市 1:42:20

159 7186 塚本 昌恵 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻｴ 札幌市 1:42:26

160 7446 松岡 香菜 ﾏﾂｵｶ ｶﾅ 札幌市 1:42:28

161 7227 高山 卓乃 ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾉ 札幌市 1:42:32

162 7402 黒崎 友紀 ｸﾛｻｷ ﾕｷ 江別市 1:42:52

163 7334 髙橋 彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 苫小牧市 1:42:57

164 7389 岩腰 しずか ｲﾜｺｼ ｼｽﾞｶ 札幌市 1:43:05

165 7287 樫山 泰子 ｶｼﾔﾏ ﾀｲｺ かぶきんぐす 札幌市 1:43:07

165 7214 高松 典子 ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｺ 札幌市 1:43:07

167 7081 宮本 登紀子 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｷｺ ニチベイＲＣ 埼玉県 1:43:10

168 7027 平川 美沙 ﾋﾗｶﾜ ﾐｻ 東京都 1:43:13

169 7502 勝浦 千鶴 ｶﾂｳﾗ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市 1:43:18

169 7259 崎田 彩織 ｻｷﾀ ｻｵﾘ 札幌市 1:43:18

171 7019 中根 冬貴 ﾅｶﾈ ﾌﾕｷ びいばあず 東京都 1:43:22

172 7157 原田 泰子 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｺ 恵庭市 1:43:24

173 7071 細川 妙子 ﾎｿｶﾜ ﾀｴｺ 千葉県 1:43:28

174 7324 谷内 美由紀 ﾀﾆｳﾁ ﾐﾕｷ 音更町 1:43:31

174 7276 大塚 奈緒子 ｵｵﾂｶ ﾅｵｺ 札幌市 1:43:31

176 7627 山本 ひとみ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 山本家 千歳市 1:43:35

177 7238 城市 由紀 ｼﾞｮｳｲﾁ ﾕｷ チーキャッスル 札幌市 1:43:37

178 7061 佐藤 紀子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:43:39

179 7358 佐々木 美奈 ｻｻｷ ﾐﾅ 珍獣 札幌市 1:43:51

180 7228 鈴木 博美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 江別市 1:43:57

181 7196 小嶋 千尋 ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 札幌市 1:44:01

181 7633 時松 未希 ﾄｷﾏﾂ ﾐｷ 千歳市 1:44:01

183 7297 鈴木 順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:44:03

184 7415 浅沼 双枝 ｱｻﾇﾏ ﾌﾀｴ 十勝勤医協 帯広市 1:44:15

185 7226 近江谷 史恵 ｵｵﾐﾔ ﾌﾐｴ 札幌市 1:44:17

186 7250 佐藤 由利子 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 札幌市 1:44:21

187 7281 手塚 菜緒美 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵﾐ ぺんぎん組 札幌市 1:44:30

187 7163 鈴木 仁子 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝｺ ＷＪ６２７ 江別市 1:44:30

189 7386 伊藤 育子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 札幌市 1:44:35

190 7107 小川 真弓 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 兵庫県 1:44:38

191 7604 高松 実穂 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾎ 千歳市 1:44:55

192 7011 生野 和子 ｲｸﾉ ｶｽﾞｺ 東京都 1:45:01

193 7461 阿部 千絵美 ｱﾍﾞ ﾁｴﾐ 札幌市 1:45:23

194 7596 森松 女久美 ﾓﾘﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 島・ＲＣ千歳 千歳市 1:45:26

194 7597 村上 由紀子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｺ 島．ＲＣ千歳 千歳市 1:45:26

196 7357 白倉 美咲 ｼﾗｸﾗ ﾐｻｷ 南幌町 1:45:29

197 7339 山本 菜々 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 札幌市 1:45:33

198 7255 貝森 鮎 ｶｲﾓﾘ ｱﾕ 札幌市 1:45:35

198 7008 杉村 裕子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ 東京都 1:45:35

200 7508 堀江 さつき ﾎﾘｴ ｻﾂｷ 札幌市 1:45:38

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

17km女子

Print: 2022/06/05 16:23:06 5 / 12 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

201 7666 増田 千紘 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ 千歳市 1:45:43

202 7453 平口山 木綿 ﾋﾗｸﾁﾔﾏ ﾕｳ チームＬ・Ｌ 小樽市 1:45:44

202 7199 渡辺 恵美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 渡辺ファミリー 留萌市 1:45:44

204 7524 浅利 麻衣 ｱｻﾘ ﾏｲ 恵庭市 1:45:45

205 7356 麻生川 直美 ｱｿｶﾞﾜ ﾅｵﾐ Ｓマラソン部 恵庭市 1:45:47

206 7494 細見 亜佐子 ﾎｿﾐ ｱｻｺ 江別市 1:45:50

207 7664 藤岡 夏未 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 千歳市 1:45:51

208 7051 内田 陽子 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 1:45:53

209 7261 福岡 こずえ ﾌｸｵｶ ｺｽﾞｴ 札幌市 1:45:57

210 7428 山田 みゆき ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 札幌市 1:45:59

211 7293 若林 洋美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:46:02

212 7231 小松 恵 ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 走る海豚 江別市 1:46:03

213 7003 伊野 宏子 ｲﾉ ﾋﾛｺ 東京都 1:46:05

214 7323 村木 洋子 ﾑﾗｷ ﾖｳｺ 札幌市 1:46:14

214 7236 伊藤 千春 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 札幌市 1:46:14

216 7014 大久保 友美子 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾐｺ 東京都 1:46:20

217 7427 番匠 稚子 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾜｶｺ 釧路市 1:46:24

218 7501 伊東 詩織 ｲﾄｳ ｼｵﾘ 北海道大学 札幌市 1:46:28

219 7646 佐々木 明子 ｻｻｷ ｱｷｺ 千歳フィル 千歳市 1:46:49

220 7378 磯貝 由佳 ｲｿｶﾞｲ ﾕｶ 北広島市 1:46:51

221 7246 笹森 由美子 ｻｻﾓﾘ ﾕﾐｺ 輔仁会ＲＣ 札幌市 1:46:59

222 7037 野口 史 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐ 東京都 1:47:02

222 7245 澤橋 祐子 ｻﾜﾊｼ ﾕｳｺ ルート企画設計 札幌市 1:47:02

222 7232 石田 里沙 ｲｼﾀﾞ ﾘｻ チームそら 札幌市 1:47:02

225 7298 高井 真理 ﾀｶｲ ﾏﾘ 石狩市 1:47:03

226 7274 岩渕 友香 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｶ 岩見沢市 1:47:15

226 7254 川村 広子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 札幌市 1:47:15

228 7645 矢部 仁志子 ﾔﾍﾞ ﾖｼｺ 千歳市 1:47:21

228 7482 齊藤 文惠 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｴ 恵庭市 1:47:21

230 7054 西田 廣子 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 1:47:24

231 7215 内海 千景 ｳﾂﾐ ﾁｶｹﾞ 札幌市 1:47:28

231 7164 中原 あずさ ﾅｶﾊﾗ ｱｽﾞｻ 札幌市 1:47:28

233 7385 岩村 陽子 ｲﾜﾑﾗ ﾖｳｺ 札幌市 1:47:37

234 7370 石黒 和子 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞｺ 江別市 1:47:38

235 7273 石崎 和子 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 恵庭市 1:47:39

236 7359 工藤 澪香 ｸﾄﾞｳ ﾐｵｶ メナード健友会 苫小牧市 1:47:43

237 7528 宇都宮 由貴子 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｷｺ 札幌市 1:47:45

238 7660 橋本 春香 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 千歳市 1:47:52

239 7251 森浦 佳奈子 ﾓﾘｳﾗ ｶﾅｺ 札幌市 1:48:02

240 7463 石山 眞理子 ｲｼﾔﾏ ﾏﾘｺ 旭川市 1:48:04

241 7241 清水口 雪那 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 江別市 1:48:05

242 7471 上川 はるか ｶﾐｶﾜ ﾊﾙｶ 航空自衛隊長沼 長沼町 1:48:06

243 7529 渡辺 明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 札幌市 1:48:08

244 7615 藤崎 アキ ﾌｼﾞｻｷ ｱｷ 千歳市 1:48:11

245 7475 奥山 鏡子 ｵｸﾔﾏ ｷｮｳｺ 札幌市 1:48:16

246 7490 大川 倫美 ｵｵｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 札幌市 1:48:19

247 7211 高橋 さとみ ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 札幌市 1:48:20

248 7077 吉田 知子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 茨城県 1:48:23

249 7354 秋山 智子 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｺ 札幌市 1:48:24

250 7409 齊藤 由華 ｻｲﾄｳ ﾕｶ ＴＲＦ０８ 札幌市 1:48:26
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251 7313 秋元 早苗 ｱｷﾓﾄ ｻﾅｴ サタデイズ 札幌市 1:48:28

252 7384 西岡 和美 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾐ 恵庭市 1:48:37

252 7330 新田 喜恵子 ﾆｯﾀ ｷｴｺ 札幌市 1:48:37

254 7331 遠藤 都 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾔｺ キャラサラ 旭川市 1:48:39

254 7444 田野 史 ﾀﾉ ﾌﾐ 札幌市 1:48:39

256 7094 手塚 沙織 ﾃﾂﾞｶ ｻｵﾘ 愛知県 1:48:40

257 7492 中村 理恵 ﾅｶﾑﾗ ﾘｴ 恵庭市 1:48:42

258 7084 清水 章子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 静岡県 1:48:49

259 7395 西村 奈美 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾐ 札幌市 1:48:53

259 7150 金森 恵子 ｶﾅﾓﾘ ｹｲｺ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:48:53

261 7312 山上 祐子 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ 恵庭市 1:49:00

262 7425 西住 梢 ﾆｼｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 札幌市 1:49:01

263 7201 諸岡 浩子 ﾓﾛｵｶ ﾋﾛｺ 道マラソンクラ 札幌市 1:49:02

264 7447 山下 恵子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 苫小牧市 1:49:10

265 7509 山﨑 このみ ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾉﾐ メナード健友会 苫小牧市 1:49:15

266 7300 斎藤 はつ子 ｻｲﾄｳ ﾊﾂｺ 江別市 1:49:24

267 7153 相田 良子 ｱｲﾀﾞ ﾘｮｳｺ 江別市 1:49:25

268 7344 櫻井 美代子 ｻｸﾗｲ ﾐﾖｺ 苫小牧市 1:49:27

269 7393 橋本 絵里菜 ﾊｼﾓﾄ ｴﾘﾅ 知内町 1:49:30

270 7317 河野 春季 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 札幌市 1:49:36

271 7377 小林 真由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 鈍亀ランナーズ 札幌市 1:49:58

272 7346 小野寺 朱美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｹﾐ 函館市 1:50:07

273 7491 渡部 恭佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 札幌市 1:50:12

273 7234 新田 郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 1:50:12

273 7413 木戸 てい子 ｷﾄﾞ ﾃｲｺ 苫小牧市 1:50:12

276 7421 加藤 佐知子 ｶﾄｳ ｻﾁｺ 函館市 1:50:13

277 7504 前川 明穂 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾎ 札幌市 1:50:21

278 7439 矢本 理恵 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市 1:50:26

279 7369 近藤 圭生 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｵ 札幌市 1:50:34

280 7623 笠原 かおり ｶｻﾊﾗ ｶｵﾘ かさママ 千歳市 1:50:39

281 7531 渡邊 真理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ 北斗５９ 当別町 1:50:50

282 7361 勝木 香織 ｶﾂｷ ｶｵﾘ 苫小牧市 1:51:02

283 7265 坪田 ひとみ ﾂﾎﾞﾀ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:51:06

284 7499 櫻井 郁代 ｻｸﾗｲ ｲｸﾖ 苫小牧市 1:51:12

285 7547 不藤 洋美 ﾌﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 中標津１２楽走 中標津町 1:51:14

285 7315 岩田 直佳 ｲﾜﾀ ﾅｵｶ 札幌市 1:51:14

287 7025 南畑 美穂 ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾐﾎ 東京都 1:51:16

288 7505 角谷 美穂 ｶﾄﾞﾔ ﾐﾎ 札幌市 1:51:25

289 7017 浜元 舞子 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｲｺ 東京都 1:51:30

290 7284 大坂 由美子 ｵｵｻｶ ﾕﾐｺ 岩見沢市 1:51:35

291 7268 大平 かおり ｵｵﾀﾞｲﾗ ｶｵﾘ クレタ東アジア 富良野市 1:51:38

292 7326 半田 留理子 ﾊﾝﾀﾞ ﾙﾘｺ 余市町 1:51:39

293 7591 後藤 康子 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｺ 札幌市 1:51:40

294 7590 大森 千帆 ｵｵﾓﾘ ﾁﾎ 札幌市 1:51:46

294 7263 宮澤 弘枝 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｴ 札幌市 1:51:46

294 7010 森 美奈子 ﾓﾘ ﾐﾅｺ 東京都 1:51:46

297 7426 高橋 美紀子 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｺ 札幌市 1:51:51

298 7363 田中 貴子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ 岩見沢市 1:51:55

299 7411 成田 るみ子 ﾅﾘﾀ ﾙﾐｺ 札幌市 1:52:03

300 7408 大山 さおり ｵｵﾔﾏ ｻｵﾘ 札幌市 1:52:07
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300 7665 高野 杏奈 ﾀｶﾉ ｱﾝﾅ 千歳市 1:52:07

302 7506 永野 智美 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:52:08

303 7496 斎藤 広美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ ＹＵＭＡ 室蘭市 1:52:15

304 7480 安藤 るみ子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾙﾐｺ 札幌市 1:52:23

305 7290 尾崎 小枝 ｵｻﾞｷ ｻｴ 江別市 1:52:24

306 7318 北牧 美子 ｷﾀﾏｷ ﾖｼｺ 旭川市 1:52:32

307 7517 清水 孝子 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｺ 札幌市 1:52:39

307 7295 溝口 隆子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｭｳｺ 札幌市 1:52:39

309 7305 冨田 修子 ﾄﾐﾀ ｼｭｳｺ 札幌市 1:52:44

310 7303 長谷川 真輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 札幌市 1:52:46

311 7432 坂下 恵 ｻｶｼﾀ ﾒｸﾞﾐ カモシカクラブ 札幌市 1:53:04

312 7399 高野 ゆかり ﾀｶﾉ ﾕｶﾘ 札幌市 1:53:11

313 7016 小野木 美奈 ｵﾉｷﾞ ﾐﾅ 東京都 1:53:18

314 7022 中井 麻理乃 ﾅｶｲ ﾏﾘﾉ 東京都 1:53:27

315 7325 大谷 久美子 ｵｵﾀﾆ ｸﾐｺ あじぱんだ 札幌市 1:53:30

316 7106 郡山 和代 ｺｵﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾖ 兵庫県 1:53:38

317 7294 片岡 恵美 ｶﾀｵｶ ﾒｸﾞﾐ 旭川市 1:53:46

318 7364 長谷川 則子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 江別市 1:53:49

319 7335 大藤 紀子 ｵｵﾌｼﾞ ﾉﾘｺ 札幌市 1:53:50

320 7449 横山 怜子 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲｺ 札幌市 1:53:59

321 7611 若松 由紀子 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷｺ 千歳市 1:54:06

322 7280 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ 札幌市 1:54:10

323 7396 櫻田 ひろ子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 1:54:24

323 7101 川野 和香子 ｶﾜﾉ ﾜｶｺ 大阪府 1:54:24

325 7088 堀江 朋永 ﾎﾘｴ ﾄﾓｴ 愛知県 1:54:25

326 7478 寺山 里恵 ﾃﾗﾔﾏ ﾘｴ 帯広市 帯広市 1:54:29

327 7533 勝田 きよみ ｶﾂﾀ ｷﾖﾐ 札幌市 1:54:34

328 7073 片田 梢 ｶﾀﾀﾞ ｺｽﾞｴ 千葉県 1:54:39

329 7612 一条 悦子 ｲﾁｼﾞｮｳ ｴﾂｺ 千歳市 1:54:41

330 7661 北澤 さおり ｷﾀｻﾞﾜ ｻｵﾘ 千歳市 1:54:43

331 7600 齋藤 梨乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾉ 北海道大学 千歳市 1:54:47

332 7443 須田 麻由香 ｽﾀﾞ ﾏﾕｶ 小樽市 1:54:54

333 7304 池田 弘美 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 恵庭市 1:54:57

334 7030 大島 裕子 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 東京都 1:55:03

334 7371 大垣内 のどか ｵｵｶﾞｷｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 江別市 1:55:03

336 7614 中西 姫代 ﾅｶﾆｼ ﾋﾒﾖ 千歳市 1:55:06

337 7365 鎌田 洋子 ｶﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 1:55:12

338 7020 上井 麻子 ｳﾜｲ ｱｻｺ 東京都 1:55:16

339 7100 水野 真由美 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾕﾐ 大阪府 1:55:21

339 7262 大須賀 智香 ｵｵｽｶﾞ ﾁｶ 恵庭市 1:55:21

341 7589 宮本 夏希 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ メナード 苫小牧市 1:55:22

342 7419 浅野 真紀 ｱｻﾉ ﾏｷ 登別市 1:55:25

342 7544 村上 真貴子 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷｺ 札幌市 1:55:25

344 7092 原田 あすか ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ 愛知県 1:55:27

345 7452 玉尾 みちる ﾀﾏｵ ﾐﾁﾙ ＲＵＮらん澄川 札幌市 1:55:37

346 7307 五十嵐 聖子 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｺ ビール飲み隊 岩見沢市 1:55:39

347 7319 桐越 佳世 ｷﾘｺｼ ｶﾖ やっぱし！ゆに 栗山町 1:55:49

348 7451 西村 瀬里奈 ﾆｼﾑﾗ ｾﾘﾅ 札幌市 1:55:52

349 7383 斗内 結香 ﾄﾅｲ ﾕｶ 札幌市 1:56:04

350 7075 堀 由紀江 ﾎﾘ ﾕｷｴ 千葉県 1:56:11
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350 7170 立崎 紀子 ﾀﾁｻﾞｷ ﾉﾘｺ 札幌市 1:56:11

352 7648 茂庭 直美 ﾓﾆﾜ ﾅｵﾐ 千歳市 1:56:21

353 7485 阪井 美由起 ｻｶｲ ﾐﾕｷ 札幌市 1:56:23

354 7083 松村 多加世 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾖ 長野県 1:56:31

355 7469 小林 弘美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:56:34

356 7435 村上 百合絵 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｴ 札幌市 1:56:43

357 7420 元木 弥生 ﾓﾄｷ ﾔﾖｲ エスマラソン部 札幌市 1:56:45

358 7316 柴田 彩子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｺ 岩見沢市 1:56:50

359 7098 福井 祐子 ﾌｸｲ ﾕｳｺ 大阪府 1:56:56

360 7072 杉原 弥生 ｽｷﾞﾊﾗ ﾔﾖｲ 千葉県 1:56:58

360 7582 小林 紗 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 北海道大学 札幌市 1:56:58

362 7114 和田 悦代 ﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ 徳島県 1:57:02

362 7655 三浦 祥子 ﾐｳﾗ ｻﾁｺ 千歳市 1:57:02

364 7534 安田 育恵 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｴ ｓｉｄｅ－Ｂ 札幌市 1:57:08

365 7266 木佐 優葉 ｷｻ ﾕｳﾊ 札幌市 1:57:13

366 7568 高縁 知代 ｺｳｴﾝ ﾁﾖ 札幌市 1:57:18

367 7097 梅本 敦子 ｳﾒﾓﾄ ｱﾂｺ 大阪府 1:57:24

368 7096 瓢野 順子 ﾋｮｳﾉ ｼﾞｭﾝｺ ランフィート 三重県 1:57:26

369 7503 嶋田 えり ｼﾏﾀﾞ ｴﾘ 新ひだか町 1:57:29

370 7500 塚田 未来 ﾂｶﾀﾞ ﾐｸ 札幌市 1:57:31

371 7222 高田 裕美 ﾀｶﾀﾞ ﾕﾐ 札幌市 1:57:49

372 7404 女鹿 美智代 ﾒｶﾞ ﾐﾁﾖ 札幌市 1:57:56

373 7394 伊賀 めぐみ ｲｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 1:57:57

374 7035 但木 徳枝 ﾀﾀﾞｷ ﾉﾘｴ 東京都 1:57:59

375 7484 佐藤 おりえ ｻﾄｳ ｵﾘｴ 石狩市 1:58:04

376 7329 安斉 五十夏 ｱﾝｻﾞｲ ｲｿｶ 札幌市 1:58:20

377 7252 伊藤 かほり ｲﾄｳ ｶﾎﾘ 札幌市 1:58:24

378 7039 大月 美晴 ｵｵﾂｷ ﾐﾊﾙ 東京都 1:58:29

379 7497 山元 隆子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ Ｈ－ＲＵＮ 江別市 1:58:34

380 7283 桑原 美代子 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾖｺ 札幌市 1:58:39

380 7613 金谷 幸恵 ｶﾅﾔ ｻﾁｴ 千歳市 1:58:39

382 7437 種田 寛子 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾛｺ 小樽市 1:58:44

383 7105 今井 広子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 兵庫県 1:58:46

384 7064 道廣 博美 ﾐﾁﾋﾛ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:58:53

385 7291 佐々木 玲子 ｻｻｷ ﾚｲｺ エスマラソン部 札幌市 1:58:55

386 7302 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ かっぱちゃん 苫小牧市 1:59:09

387 7550 須藤 和美 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 札幌市 1:59:10

387 7122 森山 美樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ 福岡県 1:59:10

389 7218 高田 弘子 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 1:59:25

390 7436 中村 友子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 札幌市 1:59:29

391 7423 宮城 知美 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:59:40

392 7113 藤浦 和美 ﾌｼﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ 徳島県 1:59:41

392 7229 八重樫 陽子 ﾔｴｶﾞｼ ﾖｳｺ 札幌市 1:59:41

394 7609 川上 園代 ｶﾜｶﾐ ｿﾉﾖ 千歳市 1:59:42

395 7521 黄 美花 ﾌｧﾝ ﾒｲﾌｧ 札幌市 1:59:43

396 7641 佐藤 さつき ｻﾄｳ ｻﾂｷ ちゃまーず 千歳市 1:59:46

396 7662 長谷川 夕映 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｷｴ ちゃまーず 千歳市 1:59:46

398 7638 奥山 晶子 ｵｸﾔﾏ ｱｷｺ 千歳市 2:00:08

399 7322 原 千晴 ﾊﾗ ﾁﾊﾙ 札幌市 2:00:14

400 7530 佐野 敦美 ｻﾉ ｱﾂﾐ メナード健友会 苫小牧市 2:00:45
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401 7382 堀本 百恵 ﾎﾘﾓﾄ ﾓﾓｴ 札幌市 2:00:50

402 7625 岸田 玲美奈 ｷｼﾀﾞ ﾚﾐﾅ 千歳市 2:00:53

403 7336 佐藤 美知代 ｻﾄｳ ﾐﾁﾖ 札幌市 2:01:23

404 7248 竹内 有美 ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ 札幌市 2:01:27

405 7442 中禰 雅子 ﾅｶﾈ ﾏｻｺ 札幌市 2:01:40

406 7553 砂原 明梨 ｽﾅﾊﾗ ｱｶﾘ 札幌市 2:01:42

407 7036 大島 かおる ｵｵｼﾏ ｶｵﾙ 東京都 2:01:43

408 7021 岡部 早希子 ｵｶﾍﾞ ｻｷｺ 東京都 2:01:47

409 7190 岡田 朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 札幌市 2:01:52

410 7445 泉 美保子 ｲｽﾞﾐ ﾐﾎｺ 札幌市 2:02:09

411 7405 志茂 恵理子 ｼﾓ ｴﾘｺ キリンビール 長沼町 2:02:11

412 7489 長谷 絵美子 ﾊｾ ｴﾐｺ ぴよ 札幌市 2:02:13

413 7288 石川 忍 ｲｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:02:15

414 7460 才川 郁子 ｻｲｶﾜ ｲｸｺ 札幌市 2:02:16

415 7464 横江 初代 ﾖｺｴ ﾊﾂﾖ 札幌市 2:02:19

416 7416 藤川 祐紀子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｷｺ 札幌市 2:02:24

417 7381 荒木 美帆 ｱﾗｷ ﾐﾎ 札幌市 2:02:26

418 7650 平山 恵利子 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘｺ 千歳市 2:02:35

419 7412 佐藤 淑恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 2:02:51

420 7438 小西 桂 ｺﾆｼ ｶﾂﾗ 帯広市 2:02:58

421 7457 笠見 可奈子 ｶｻﾐ ｶﾅｺ 札幌市 2:03:07

422 7495 建部 沙央里 ｹﾝﾍﾟ ｻｵﾘ 札幌市 2:03:10

423 7507 福居 留美 ﾌｸｲ ﾙﾐ 札幌市 2:03:26

424 7379 藤原 由美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ のっぽろ福祉 江別市 2:03:40

425 7518 宮武 富美子 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐｺ ＳＴＡＧＥ 登別市 2:03:47

426 7059 楠根 聡子 ｸｽﾈ ｻﾄｺ ＪＫＶＩ 神奈川県 2:03:54

427 7552 菅原 由香里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ 札幌市 2:04:10

428 7390 石沢 幸奈 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 札幌市 2:04:16

429 7191 遠藤 優衣 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 恵庭市 2:04:21

430 7032 森 恵子 ﾓﾘ ｹｲｺ 東京都 2:04:24

431 7123 秦野 一枝 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｴ 福岡県 2:04:29

432 7373 渡部 智絵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ 北広島市 2:04:31

433 7532 足立 美都子 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｺ 恵庭市 2:04:36

434 7387 圓成 あゆみ ｴﾝｼﾞｮｳ ｱﾕﾐ 札幌市 2:04:38

435 7621 山田 友佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 千歳酔いどれ 千歳市 2:05:00

436 7401 蛭間 八重子 ﾋﾙﾏ ﾔｴｺ 北広島ＲＣ 北広島市 2:05:04

437 7044 樫村 千江美 ｶｼﾑﾗ ﾁｴﾐ 東京都 2:05:12

438 7455 小笠原 志保 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾎ Ｏｈａｎａ 札幌市 2:05:16

438 7456 中村 千砂 ﾅｶﾑﾗ ﾁｻ Ｏｈａｎａ 石狩市 2:05:16

440 7414 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 上士幌町 2:05:18

441 7462 松原 洋子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 日高町 2:05:23

442 7407 佐原 沙織 ｻﾊﾗ ｻｵﾘ 函館市 2:05:25

443 7628 安藤 睦美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ 千歳市 2:05:28

444 7555 松岡 裕美子 ﾏﾂｵｶ ﾕﾐｺ 上士幌町 2:05:34

445 7585 武田 彩香 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 札幌市 2:05:39

446 7618 富山 加代子 ﾄﾐﾔﾏ ｶﾖｺ 千歳市 2:05:49

447 7473 細貝 千秋 ﾎｿｶﾞｲ ﾁｱｷ 札幌市 2:05:52

448 7579 村上 美穂 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾎ 恵庭市 2:05:55

449 7264 中井 小百合 ﾅｶｲ ｻﾕﾘ 新篠津村 2:05:56

450 7616 安部 優雅 ｱﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 金太郎一家 千歳市 2:05:58
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451 7314 青木 園江 ｱｵｷ ｿﾉｴ 札幌市 2:06:03

452 7466 高安 唯 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ メナード健友会 苫小牧市 2:06:12

453 7034 角張 親子 ｶｸﾊﾞﾘ ﾁｶｺ 東京都 2:06:21

454 7013 筒井 美里 ﾂﾂｲ ﾐｻﾄ 東京都 2:06:22

455 7308 神保 久美子 ｼﾞﾝﾎﾞ ｸﾐｺ ゆっくり～ず 札幌市 2:06:48

456 7015 板東 佳子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 東京都 2:07:02

457 7483 小田嶋 一恵 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｶｽﾞｴ 風たびＲＣ 札幌市 2:07:08

458 7380 八木 美智枝 ﾔｷﾞ ﾐﾁｴ ポチポポ 札幌市 2:07:11

459 7643 矢野 真由美 ﾔﾉ ﾏﾕﾐ 千歳市 2:07:25

460 7391 小林 美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 札幌市 2:07:28

461 7403 三木 かがり ﾐｷ ｶｶﾞﾘ 札幌走ろう会 札幌市 2:07:31

462 7630 佐藤 知栄子 ｻﾄｳ ﾁｴｺ 千歳市 2:08:17

463 7012 服部 優子 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｺ 東京都 2:08:24

464 7431 佐藤 律子 ｻﾄｳ ﾘﾂｺ 恵庭市 2:08:27

465 7066 宇月 夕子 ｳﾂﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県 2:08:50

466 7327 伊賀 恵利子 ｲｶﾞ ｴﾘｺ 余市町 2:09:00

467 7658 米山 美智 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾁ 千歳市 2:09:19

468 7352 弥勒院 瑞枝 ﾐﾛｸｲﾝ ﾐｽﾞｴ 西当別小 札幌市 2:09:36

469 7519 野口 法子 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 黒松内町 2:09:37

470 7343 中川 香織 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ 江別市 2:09:50

471 7649 三宅 利佳 ﾐﾔｹ ﾖﾘｶ 千歳市 2:09:57

472 7347 遠山 真由美 ﾄｵﾔﾏ ﾏﾕﾐ 札幌市 2:10:02

473 7311 谷藤 朋代 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾄﾓﾖ 南幌町 2:10:14

474 7657 井上 千春 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ 千歳市 2:10:25

475 7440 大浜 ひろみ ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ 苫小牧市 2:10:34

476 7345 南 香代子 ﾐﾅﾐ ｶﾖｺ 札幌市 2:10:38

477 7267 佐々木 恵美 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 釧路市 2:10:46

478 7560 熊木 媛子 ｸﾏｷ ﾋﾒｺ 札幌市 2:10:47

479 7559 稲垣 美穂 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾎ 石狩市 2:10:49

480 7023 平川 勝子 ﾋﾗｶﾜ ｶﾂｺ 東京都 2:10:59

480 7422 伊藤 理恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 壱軸倶楽部 札幌市 2:10:59

482 7537 若山 奈緒子 ﾜｶﾔﾏ ﾅｵｺ ポレポレ 札幌市 2:11:00

483 7536 若山 薫 ﾜｶﾔﾏ ｶｵﾙ ポレポレ 札幌市 2:11:01

483 7080 中村 初枝 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂｴ わらび走友会 埼玉県 2:11:01

485 7074 安田 久恵 ﾔｽﾀﾞ ﾋｻｴ 千葉県 2:11:02

486 7563 木村 優希 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ メナード健友会 苫小牧市 2:11:29

487 7514 土谷 のぞみ ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 石狩市 2:11:49

488 7418 岡田 優子 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ 岩見沢市 2:11:57

489 7089 沢辺 千枝 ｻﾜﾍﾞ ﾁｴ 愛知県 2:11:59

489 7110 下村 真由美 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕﾐ 兵庫県 2:11:59

491 7249 中津 真理 ﾅｶﾂ ﾏﾘ 札幌市 2:12:15

492 7654 川尻 和江 ｶﾜｼﾞﾘ ｶｽﾞｴ 千歳市 2:12:20

493 7523 山下 祐里枝 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｴ ＣＲＥ 札幌市 2:12:24

494 7351 伊藤 麻美 ｲﾄｳ ｱｻﾐ 登別市 2:12:35

495 7056 白尾 有紀 ｼﾗｵ ﾕｷ 神奈川県 2:13:02

496 7526 砂川 美保 ｽﾅｶﾞﾜ ﾐﾎ 苫小牧市 2:13:13

497 7430 小野寺 恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 2:13:41

498 7543 津川 瑞穂 ﾂｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 札幌市 2:14:01

499 7124 齋藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 秋田県 2:14:03

500 7119 満武 あゆみ ﾐﾂﾀｹ ｱﾕﾐ ゼノクロス 福岡県 2:14:04
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501 7632 金山 佳央梨 ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾘ 千歳市 2:14:07

502 7454 加賀谷 真弓 ｶｶﾞﾔ ﾏﾕﾐ 札幌市 2:14:14

503 7564 藤松 千恵 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾁｴ 恵庭市 2:14:24

504 7111 高畑 良子 ｺｳﾊﾀ ﾖｼｺ 広島県 2:14:39

505 7424 矢久保 智恵 ﾔｸﾎﾞ ﾄｼｴ ちぃむｋ 札幌市 2:14:51

506 7070 伊野 真里奈 ｲﾉ ﾏﾘﾅ 北里大学 神奈川県 2:15:27

507 7102 青野 和美 ｱｵﾉ ｶｽﾞﾐ 京都府 2:15:54

508 7220 池田 佳代 ｲｹﾀﾞ ｶﾖ メナード健友会 苫小牧市 2:16:08

509 7047 井廻 美里 ｲﾏﾜﾘ ﾐｻﾄ 東京都 2:16:21

510 7651 太田 千里 ｵｵﾀ ﾁｻﾄ 千歳市 2:16:26

511 7486 松原 朋子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｺ やっぱし！ゆに 岩見沢市 2:16:44

512 7333 新井 若菜 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 苫小牧市 2:17:08

513 7468 重村 さとみ ｼｹﾞﾑﾗ ｻﾄﾐ 札幌市 2:17:40

514 7350 千葉 希枝子 ﾁﾊﾞ ｷｴｺ 札幌市 2:18:23

515 7289 高橋 美乃 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉ 札幌市 2:18:45

516 7575 工藤 貞子 ｸﾄﾞｳ ﾃｲｺ 留萌走ろう会 留萌市 2:18:51

517 7366 宮川 幸子 ﾐﾔｶﾜ ｻﾁｺ 札幌市 2:18:53

518 7243 金田 美幸 ｶﾈﾀ ﾐﾕｷ 幸栄住宅 札幌市 2:18:57

519 7545 吉田 美幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 恵庭市 2:19:42

520 7067 乾 由美 ｲﾇｲ ﾕﾐ ほな行くで！ 神奈川県 2:19:54

521 7659 伊賀上 聖子 ｲｶﾞｳｴ ｾｲｺ 千歳市 2:19:57

522 7459 橋本 智子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｺ 浦人ＲＣ 札幌市 2:20:12

523 7085 斎藤 美恵子 ｻｲﾄｳ ﾐｴｺ 静岡県 2:20:17

524 7520 竹腰 恵 ﾀｹｺｼ ﾒｸﾞﾐ 未来探偵 札幌市 2:20:35

525 7554 上田 歩美 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾐ メナード健友会 苫小牧市 2:21:25

526 7038 鈴木 啓子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 東京都 2:22:03

527 7417 乙部 智恵子 ｵﾄﾍﾞ ﾁｴｺ 北海道大学 札幌市 2:22:17

528 7576 金子 貴世 ｶﾈｺ ﾀｶﾖ 札幌市 2:22:29

529 7561 竹野 千昭 ﾀｹﾉ ﾁｱｷ 札幌市 2:22:41

530 7099 西岡 加世子 ﾆｼｵｶ ｶﾖｺ 大阪府 2:22:42

531 7639 手塚 芳子 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｺ 千歳市 2:22:52

532 7511 長野 愛子 ﾅｶﾞﾉ ｱｲｺ メナード健友会 苫小牧市 2:23:21

533 7441 渡辺 芳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｺ かく０２ 札幌市 2:23:23

534 7476 清水 めぐみ ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 2:23:30

535 7477 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 札幌市 2:23:31

536 7031 下平 涼子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｺ 東京都 2:24:03

537 7338 三上 才佳 ﾐｶﾐ ｻｲｶ 札幌市 2:24:11

538 7040 深野 真友香 ﾌｶﾉ ﾏﾕｶ 東京都 2:24:32

539 7562 倉田 路子 ｸﾗﾀ ﾐﾁｺ 苫小牧市 2:24:33

540 7516 渡辺 結花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ メナード健友会 苫小牧市 2:24:34

541 7546 中村 美里 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻﾄ メナード健友会 苫小牧市 2:24:36

542 7060 楠根 未来 ｸｽﾈ ﾐｸ ＪＫＶＩ 神奈川県 2:25:52

543 7548 本城 優日 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 札幌市 2:26:18

544 7652 土田 絵里 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘ 千歳市 2:26:47

545 7063 須田 純子 ｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:27:20

546 7583 山崎 奈美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾐ メナード健友会 苫小牧市 2:27:31

547 7091 秋元 雅子 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｺ 愛知県 2:27:39

548 7558 岡部 洋子 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｺ チームことり 札幌市 2:27:41

549 7397 秋山 いづみ ｱｷﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ アルペン 札幌市 2:27:43

550 7116 丸亀 秀 ﾏﾙｶﾞﾒ ｽｸﾞﾙ 徳島大学 徳島県 2:27:47
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551 7082 小川原 光子 ｵｶﾞﾊﾗ ﾐﾂｺ ＲＵＮハレルヤ 埼玉県 2:27:48

552 7556 宮地 遥 ﾐﾔﾁ ﾊﾙｶ スポーツデポ 札幌市 2:27:49

552 7349 鈴木 亜美 ｽｽﾞｷ ｱﾐ 札幌市 2:27:49

554 7041 坂 吟佳 ﾊﾞﾝ ｳﾀｶ ＪＡＬＲＣ 東京都 2:28:07

555 7042 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ 日本航空 東京都 2:28:08

555 7043 小松原 美穂 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾎ 日本航空 東京都 2:28:08

557 7581 佐藤 リカ ｻﾄｳ ﾘｶ 札幌市 2:29:20

558 7058 達川 梨花 ﾀﾂｶﾜ ﾘｶ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:29:54

559 7392 藤枝 ちあき ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾁｱｷ 札幌市 2:29:56

560 7467 高田 佳奈子 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅｺ 札幌市 2:30:40

561 7510 大藤 栄子 ｵｵﾌｼﾞ ｴｲｺ 札幌市 2:30:51

562 7353 谷田部 美由紀 ﾔﾀﾍﾞ ﾐﾕｷ 札幌市 2:30:56

563 7538 菊地 友子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ メナード健友会 苫小牧市 2:30:58

564 7410 中村 満菜美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 札幌市 2:31:19

565 7587 村田 真澄 ﾑﾗﾀ ﾏｽﾐ （株）豊月 恵庭市 2:32:02

566 7513 熊倉 仁美 ｸﾏｸﾗ ﾋﾄﾐ くふくふ 札幌市 2:32:10

567 7549 今井 奈保子 ｲﾏｲ ﾅｵｺ メナード健友会 苫小牧市 2:33:41

568 7574 堂谷 藍梨 ﾄﾞｳﾔ ｱｲﾘ 旭川市 2:34:36

569 7573 深田 琴子 ﾌｶﾀ ｺﾄｺ 旭川市 2:34:37

570 7472 深坂 美知子 ﾌｶｻｶ ﾐﾁｺ アリーズ長沼 長沼町 2:35:22

571 7539 中村 由美子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 北広島市 2:35:42

572 7567 細井 ひろみ ﾎｿｲ ﾋﾛﾐ 札幌市 2:36:52

573 7487 大和田 礼子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾚｲｺ 札幌市 2:36:56

573 7493 野辺地 千代子 ﾉﾍｼﾞ ﾁﾖｺ 北斗市 2:36:56

575 7479 中西 桂子 ﾅｶﾆｼ ｹｲｺ 函館市 2:36:57

576 7540 森脇 明子 ﾓﾘﾜｷ ｱｷｺ 恵庭市 2:39:02

577 7360 酒井 郁子 ｻｶｲ ｲｸｺ 岩見沢市 2:41:17

578 7522 附田 麻美 ﾂｷﾀ ﾏﾐ 札幌市 2:41:39

579 7117 矢部 えみ子 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ 徳島県 2:41:56

580 7610 山口 三恵子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｴｺ 千歳市 2:43:50

581 7109 大家 旬子 ｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県 2:44:37

582 7592 中村 智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 弾丸ライナー 千歳市 2:45:24

583 7448 佐藤 典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 札幌市 2:46:42

584 7376 工藤 奈津美 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 札幌市 2:46:50

585 7617 甲木 洋実 ｶﾂｷ ﾋﾛﾐ 千歳市 2:47:54

586 7629 松田 朋絵 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｴ 千歳市 2:48:00

587 7115 有井 秀代 ｱﾘｲ ﾋﾃﾞﾖ 徳島県 2:49:32

588 7046 鈴野 由利子 ｽｽﾞﾉ ﾕﾘｺ 東京都 2:51:24

589 7112 工藤 克 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 徳島県 2:53:37

590 7622 蝦名 沙姫 ｴﾋﾞﾅ ｻｷ 千歳市 2:54:44

591 7586 滝口 多喜子 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｷｺ 札幌市 2:56:42

592 7057 達川 哲子 ﾀﾂｶﾜ ｻﾄｺ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:56:53

593 7076 屋良 貴子 ﾔﾗ ﾀｶｺ 千葉県 2:58:11

594 7069 佐沢 希 ｻｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 3:01:55

595 7580 佐藤 わかな ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 札幌市 3:04:31

596 7588 永田 靖予 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾖ 北広島市 3:12:27

597 7118 酒井 喜美子 ｻｶｲ ｷﾐｺ 徳島県 3:14:30

598 7542 袰主 ゆう子 ﾎﾛﾇｼ ﾕｳｺ 札幌市 3:14:42

599 7340 小林 楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ メナード健友会 苫小牧市 3:15:36

600 7571 角 まどか ｶﾄﾞ ﾏﾄﾞｶ ＫＳＫ 札幌市 3:50:07
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