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

2 7135 山谷 あずさ ﾔﾏﾔ ｱｽﾞｻ 札幌市 1:14:16

3 7134 千葉 有樹 ﾁﾊﾞ ｱｷ 釧路市 1:14:38

4 7130 佐藤 晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 札幌市 1:17:14

5 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

6 7168 山本 典子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 江別市 1:18:08

7 7144 柿崎 若奈 ｶｷｻﾞｷ ﾜｶﾅ 札幌市 1:19:25

8 7158 山田 麻衣子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲｺ 札幌市 1:21:29

9 7143 奥田 理恵 ｵｸﾀﾞ ﾘｴ 登別市 1:23:40

10 7182 大内 稚絵 ｵｵｳﾁ ﾁｴ （株）あらた 札幌市 1:24:15

11 7602 谷本 聡美 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾄﾐ 千歳市 1:24:45

12 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

13 7140 原 綾 ﾊﾗ ｱﾔ エクセルＲＣ 江別市 1:26:34

14 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

15 7138 遠藤 匡里子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ ＴＷＩＳＴ 札幌市 1:27:57

16 7006 加納 美佐恵 ｶﾉｳ ﾐｻｴ アーキラボＲＣ 東京都 1:29:38

17 7141 小嶋 洋子 ｺｼﾞﾏ ﾖｳｺ 札幌市 1:29:39

18 7635 山本 さち ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁ 千歳市 1:29:53

19 7174 廣田 雪江 ﾋﾛﾀ ﾕｷｴ 札幌市 1:30:03

20 7605 藤井 舞子 ﾌｼﾞｲ ﾏｲｺ チームしま部 千歳市 1:31:56

21 7173 坂本 奈美 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ ＪＯＹＦＩＴ 札幌市 1:32:20

22 7024 吉田 未知代 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾖ 東京都 1:32:43

23 7049 浅野 和代 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 1:33:02

24 7007 小室 久美子 ｺﾑﾛ ｸﾐｺ 酒ＲＵＮ 東京都 1:33:08

25 7619 柴田 佳奈子 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ かもめ食堂 千歳市 1:33:11

26 7233 佐藤 夏生 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 札幌市 1:33:14

27 7213 鶴岡 裕子 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｺ 札幌市 1:33:28

28 7286 佐藤 育美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 札幌市 1:33:41

29 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

29 7607 池田 由佳 ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 千歳市 1:33:52

31 7178 小松 真由美 ｺﾏﾂ ﾏﾕﾐ 札幌市 1:34:00

32 7177 松見 淳子 ﾏﾂﾐ ｼﾞｭﾝｺ 夕張市 1:34:33

33 7160 村井 美鈴 ﾑﾗｲ ﾐｽｽﾞ ⭐︎ＴＯＷＥＲ 札幌市 1:34:44

34 7151 坂本 絵麻 ｻｶﾓﾄ ｴﾏ 函館市 1:35:55

35 7198 横濱 由里絵 ﾖｺﾊﾏ ﾕﾘｴ 札幌市 1:36:04

36 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

37 7603 槙野 由季 ﾏｷﾉ ﾕｷ 千歳市 1:36:29

38 7257 武居 晴子 ﾀｹｲ ﾊﾙｺ 大地太陽 札幌市 1:36:49

39 7216 門馬 史恵 ﾓﾝﾏ ﾌﾐｴ ガブノミカレー 札幌市 1:36:54

40 7185 佐藤 舞子 ｻﾄｳ ﾏｲｺ イブリジニー 札幌市 1:36:57

41 7050 赤坂 美穂 ｱｶｻｶ ﾐﾎ 神奈川県 1:37:02

42 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

43 7624 横田 幸 ﾖｺﾀ ﾐﾕｷ 千歳市 1:37:54

44 7368 入野 知華 ｲﾘﾉ ﾄﾓｶ 北広島市 1:38:18

45 7230 神 麻衣子 ｼﾞﾝ ﾏｲｺ 札幌市 1:38:34

46 7299 越川 志保 ｺｼｶﾜ ｼﾎ 江別市 1:38:36

47 7515 秋田 愛 ｱｷﾀ ｱｲ 札幌市 1:38:39

48 7367 黒牧 仰生 ｸﾛﾏｷ ｱｵｲ 札幌市 1:38:50

49 7181 川瀬 亜希子 ｶﾜｾ ｱｷｺ ちよちよず 札幌市 1:38:52

50 7192 伊藤 愛香 ｲﾄｳ ｱｲｶ 札幌市 1:38:54
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51 7194 新井田 慶子 ﾆｲﾀﾞ ｹｲｺ 北広島市 1:39:00

52 7165 石崎 ありさ ｲｼｻﾞｷ ｱﾘｻ 札幌市 1:39:09

53 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

54 7644 境 愛子 ｻｶｲ ｱｲｺ 千歳市 1:39:27

55 7052 石川 奈緒子 ｲｼｶﾜ ﾅｵｺ 神奈川県 1:39:40

56 7212 山本 なをみ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｦﾐ 札幌市 1:39:47

57 7253 伊佐治 友美子 ｲｻｼﾞ ﾕﾐｺ 札幌市 1:39:50

58 7275 北道 裕美 ｷﾀﾐﾁ ﾋﾛﾐ 新ひだか町 1:40:04

59 7374 小川 佳菜子 ｵｶﾞﾜ ｶﾅｺ ＮＡＫＡＺＡＰ 滝川市 1:40:10

60 7242 狩野 さと子 ｶﾉ ｻﾄｺ 札幌市 1:40:28

61 7282 近間 さおり ﾁｶﾏ ｻｵﾘ 札幌市 1:40:29

62 7166 竹内 奈生美 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾐ 三笠市 1:40:31

63 7244 細川 知美 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:40:43

64 7206 松井 友里 ﾏﾂｲ ﾕﾘ 札幌市 1:40:50

65 7640 時田 由佳 ﾄｷﾀ ﾕｶ 千歳市 1:40:52

66 7332 遠田 美絵 ｴﾝﾀ ﾐｴ 新ひだか町 1:41:14

67 7601 米津 ミカ ﾖﾈﾂ ﾐｶ うまこ 千歳市 1:41:53

68 7239 加藤 真由美 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ やっぱし！ゆに 栗山町 1:41:57

69 7598 畔柳 千裕 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾁﾋﾛ 千歳市 1:42:03

70 7433 長澤 亜矢子 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾔｺ 札幌市 1:42:15

70 7620 佐藤 いづみ ｻﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 千歳市 1:42:15

72 7328 岡田 美幸 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 恵庭市 1:42:20

73 7446 松岡 香菜 ﾏﾂｵｶ ｶﾅ 札幌市 1:42:28

74 7334 髙橋 彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 苫小牧市 1:42:57

75 7214 高松 典子 ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｺ 札幌市 1:43:07

76 7081 宮本 登紀子 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｷｺ ニチベイＲＣ 埼玉県 1:43:10

77 7259 崎田 彩織 ｻｷﾀ ｻｵﾘ 札幌市 1:43:18

78 7071 細川 妙子 ﾎｿｶﾜ ﾀｴｺ 千葉県 1:43:28

79 7276 大塚 奈緒子 ｵｵﾂｶ ﾅｵｺ 札幌市 1:43:31

80 7627 山本 ひとみ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 山本家 千歳市 1:43:35

81 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

82 7358 佐々木 美奈 ｻｻｷ ﾐﾅ 珍獣 札幌市 1:43:51

83 7633 時松 未希 ﾄｷﾏﾂ ﾐｷ 千歳市 1:44:01

84 7011 生野 和子 ｲｸﾉ ｶｽﾞｺ 東京都 1:45:01

85 7339 山本 菜々 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 札幌市 1:45:33

86 7508 堀江 さつき ﾎﾘｴ ｻﾂｷ 札幌市 1:45:38

87 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

88 7494 細見 亜佐子 ﾎｿﾐ ｱｻｺ 江別市 1:45:50

89 7261 福岡 こずえ ﾌｸｵｶ ｺｽﾞｴ 札幌市 1:45:57

90 7428 山田 みゆき ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 札幌市 1:45:59

91 7293 若林 洋美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:46:02

92 7236 伊藤 千春 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 札幌市 1:46:14

93 7646 佐々木 明子 ｻｻｷ ｱｷｺ 千歳フィル 千歳市 1:46:49

94 7037 野口 史 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐ 東京都 1:47:02

94 7232 石田 里沙 ｲｼﾀﾞ ﾘｻ チームそら 札幌市 1:47:02

96 7298 高井 真理 ﾀｶｲ ﾏﾘ 石狩市 1:47:03

97 7274 岩渕 友香 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｶ 岩見沢市 1:47:15

97 7254 川村 広子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 札幌市 1:47:15

99 7645 矢部 仁志子 ﾔﾍﾞ ﾖｼｺ 千歳市 1:47:21

100 7385 岩村 陽子 ｲﾜﾑﾗ ﾖｳｺ 札幌市 1:47:37
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101 7660 橋本 春香 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 千歳市 1:47:52

102 7251 森浦 佳奈子 ﾓﾘｳﾗ ｶﾅｺ 札幌市 1:48:02

103 7615 藤崎 アキ ﾌｼﾞｻｷ ｱｷ 千歳市 1:48:11

104 7211 高橋 さとみ ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 札幌市 1:48:20

105 7354 秋山 智子 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｺ 札幌市 1:48:24

106 7409 齊藤 由華 ｻｲﾄｳ ﾕｶ ＴＲＦ０８ 札幌市 1:48:26

107 7313 秋元 早苗 ｱｷﾓﾄ ｻﾅｴ サタデイズ 札幌市 1:48:28

108 7384 西岡 和美 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾐ 恵庭市 1:48:37

109 7094 手塚 沙織 ﾃﾂﾞｶ ｻｵﾘ 愛知県 1:48:40

110 7492 中村 理恵 ﾅｶﾑﾗ ﾘｴ 恵庭市 1:48:42

111 7395 西村 奈美 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾐ 札幌市 1:48:53

112 7425 西住 梢 ﾆｼｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 札幌市 1:49:01

113 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

114 7317 河野 春季 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 札幌市 1:49:36

115 7623 笠原 かおり ｶｻﾊﾗ ｶｵﾘ かさママ 千歳市 1:50:39

116 7361 勝木 香織 ｶﾂｷ ｶｵﾘ 苫小牧市 1:51:02

117 7265 坪田 ひとみ ﾂﾎﾞﾀ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:51:06

118 7017 浜元 舞子 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｲｺ 東京都 1:51:30

119 7591 後藤 康子 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｺ 札幌市 1:51:40

120 7263 宮澤 弘枝 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｴ 札幌市 1:51:46

120 7010 森 美奈子 ﾓﾘ ﾐﾅｺ 東京都 1:51:46

122 7506 永野 智美 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:52:08

123 7480 安藤 るみ子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾙﾐｺ 札幌市 1:52:23

124 7290 尾崎 小枝 ｵｻﾞｷ ｻｴ 江別市 1:52:24

125 7335 大藤 紀子 ｵｵﾌｼﾞ ﾉﾘｺ 札幌市 1:53:50

126 7396 櫻田 ひろ子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 1:54:24

126 7101 川野 和香子 ｶﾜﾉ ﾜｶｺ 大阪府 1:54:24

128 7088 堀江 朋永 ﾎﾘｴ ﾄﾓｴ 愛知県 1:54:25

129 7073 片田 梢 ｶﾀﾀﾞ ｺｽﾞｴ 千葉県 1:54:39

130 7443 須田 麻由香 ｽﾀﾞ ﾏﾕｶ 小樽市 1:54:54

131 7304 池田 弘美 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 恵庭市 1:54:57

132 7371 大垣内 のどか ｵｵｶﾞｷｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 江別市 1:55:03

133 7614 中西 姫代 ﾅｶﾆｼ ﾋﾒﾖ 千歳市 1:55:06

134 7419 浅野 真紀 ｱｻﾉ ﾏｷ 登別市 1:55:25

134 7544 村上 真貴子 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷｺ 札幌市 1:55:25

136 7092 原田 あすか ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ 愛知県 1:55:27

137 7451 西村 瀬里奈 ﾆｼﾑﾗ ｾﾘﾅ 札幌市 1:55:52

138 7383 斗内 結香 ﾄﾅｲ ﾕｶ 札幌市 1:56:04

139 7170 立崎 紀子 ﾀﾁｻﾞｷ ﾉﾘｺ 札幌市 1:56:11

140 7083 松村 多加世 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾖ 長野県 1:56:31

141 7316 柴田 彩子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｺ 岩見沢市 1:56:50

142 7072 杉原 弥生 ｽｷﾞﾊﾗ ﾔﾖｲ 千葉県 1:56:58

143 7534 安田 育恵 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｴ ｓｉｄｅ－Ｂ 札幌市 1:57:08

144 7266 木佐 優葉 ｷｻ ﾕｳﾊ 札幌市 1:57:13

145 7568 高縁 知代 ｺｳｴﾝ ﾁﾖ 札幌市 1:57:18

146 7503 嶋田 えり ｼﾏﾀﾞ ｴﾘ 新ひだか町 1:57:29

147 7222 高田 裕美 ﾀｶﾀﾞ ﾕﾐ 札幌市 1:57:49

148 7394 伊賀 めぐみ ｲｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 1:57:57

149 7484 佐藤 おりえ ｻﾄｳ ｵﾘｴ 石狩市 1:58:04

150 7329 安斉 五十夏 ｱﾝｻﾞｲ ｲｿｶ 札幌市 1:58:20
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151 7039 大月 美晴 ｵｵﾂｷ ﾐﾊﾙ 東京都 1:58:29

152 7497 山元 隆子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ Ｈ－ＲＵＮ 江別市 1:58:34

153 7437 種田 寛子 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾛｺ 小樽市 1:58:44

154 7302 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ かっぱちゃん 苫小牧市 1:59:09

155 7436 中村 友子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 札幌市 1:59:29

156 7521 黄 美花 ﾌｧﾝ ﾒｲﾌｧ 札幌市 1:59:43

157 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

158 7638 奥山 晶子 ｵｸﾔﾏ ｱｷｺ 千歳市 2:00:08

159 7625 岸田 玲美奈 ｷｼﾀﾞ ﾚﾐﾅ 千歳市 2:00:53

160 7248 竹内 有美 ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ 札幌市 2:01:27

161 7442 中禰 雅子 ﾅｶﾈ ﾏｻｺ 札幌市 2:01:40

162 7021 岡部 早希子 ｵｶﾍﾞ ｻｷｺ 東京都 2:01:47

163 7489 長谷 絵美子 ﾊｾ ｴﾐｺ ぴよ 札幌市 2:02:13

164 7460 才川 郁子 ｻｲｶﾜ ｲｸｺ 札幌市 2:02:16

165 7650 平山 恵利子 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘｺ 千歳市 2:02:35

166 7412 佐藤 淑恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 札幌市 2:02:51

167 7495 建部 沙央里 ｹﾝﾍﾟ ｻｵﾘ 札幌市 2:03:10

168 7390 石沢 幸奈 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 札幌市 2:04:16

169 7373 渡部 智絵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ 北広島市 2:04:31

170 7621 山田 友佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 千歳酔いどれ 千歳市 2:05:00

171 7455 小笠原 志保 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾎ Ｏｈａｎａ 札幌市 2:05:16

171 7456 中村 千砂 ﾅｶﾑﾗ ﾁｻ Ｏｈａｎａ 石狩市 2:05:16

173 7407 佐原 沙織 ｻﾊﾗ ｻｵﾘ 函館市 2:05:25

174 7579 村上 美穂 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾎ 恵庭市 2:05:55

175 7616 安部 優雅 ｱﾍﾞ ﾐﾔﾋﾞ 金太郎一家 千歳市 2:05:58

176 7466 高安 唯 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ メナード健友会 苫小牧市 2:06:12

177 7034 角張 親子 ｶｸﾊﾞﾘ ﾁｶｺ 東京都 2:06:21

178 7015 板東 佳子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 東京都 2:07:02

179 7643 矢野 真由美 ﾔﾉ ﾏﾕﾐ 千歳市 2:07:25

180 7391 小林 美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 札幌市 2:07:28

181 7630 佐藤 知栄子 ｻﾄｳ ﾁｴｺ 千歳市 2:08:17

182 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

183 7559 稲垣 美穂 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾎ 石狩市 2:10:49

184 7422 伊藤 理恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 壱軸倶楽部 札幌市 2:10:59

185 7074 安田 久恵 ﾔｽﾀﾞ ﾋｻｴ 千葉県 2:11:02

186 7351 伊藤 麻美 ｲﾄｳ ｱｻﾐ 登別市 2:12:35

187 7430 小野寺 恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 2:13:41

188 7124 齋藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 秋田県 2:14:03

189 7119 満武 あゆみ ﾐﾂﾀｹ ｱﾕﾐ ゼノクロス 福岡県 2:14:04

190 7632 金山 佳央梨 ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾘ 千歳市 2:14:07

191 7047 井廻 美里 ｲﾏﾜﾘ ﾐｻﾄ 東京都 2:16:21

192 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

193 7333 新井 若菜 ｱﾗｲ ﾜｶﾅ 苫小牧市 2:17:08

194 7289 高橋 美乃 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉ 札幌市 2:18:45

195 7659 伊賀上 聖子 ｲｶﾞｳｴ ｾｲｺ 千歳市 2:19:57

196 7459 橋本 智子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｺ 浦人ＲＣ 札幌市 2:20:12

197 7520 竹腰 恵 ﾀｹｺｼ ﾒｸﾞﾐ 未来探偵 札幌市 2:20:35

198 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

199 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

200 7476 清水 めぐみ ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 札幌市 2:23:30
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201 7477 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 札幌市 2:23:31

202 7562 倉田 路子 ｸﾗﾀ ﾐﾁｺ 苫小牧市 2:24:33

203 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

204 7652 土田 絵里 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘ 千歳市 2:26:47

205 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

206 7558 岡部 洋子 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｺ チームことり 札幌市 2:27:41

207 7510 大藤 栄子 ｵｵﾌｼﾞ ｴｲｺ 札幌市 2:30:51

208 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

209 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

210 7567 細井 ひろみ ﾎｿｲ ﾋﾛﾐ 札幌市 2:36:52

211 7487 大和田 礼子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾚｲｺ 札幌市 2:36:56

212 7540 森脇 明子 ﾓﾘﾜｷ ｱｷｺ 恵庭市 2:39:02

213 7522 附田 麻美 ﾂｷﾀ ﾏﾐ 札幌市 2:41:39

214 7592 中村 智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 弾丸ライナー 千歳市 2:45:24

215 7617 甲木 洋実 ｶﾂｷ ﾋﾛﾐ 千歳市 2:47:54

216 7629 松田 朋絵 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｴ 千歳市 2:48:00

217 7586 滝口 多喜子 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｷｺ 札幌市 2:56:42

218 7069 佐沢 希 ｻｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 3:01:55

219 7588 永田 靖予 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾖ 北広島市 3:12:27

220 7571 角 まどか ｶﾄﾞ ﾏﾄﾞｶ ＫＳＫ 札幌市 3:50:07
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