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1 7593 大澤 利香 ｵｵｻﾜ ﾘｶ 千歳市 1:14:30

2 7247 千葉 志保 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市 1:25:18

3 7078 藤宮 里奈 ﾌｼﾞﾐﾔ ﾘﾅ 埼玉県 1:26:23

4 7149 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 栗山小学校 札幌市 1:28:21

5 7053 太田 陽子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ むつみ 神奈川県 1:28:25

6 7258 高橋 企公子 ﾀｶﾊｼ ｷｸｺ 岩見沢市 1:28:35

7 7200 髙橋 実香 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 岩見沢市 岩見沢市 1:29:36

8 7606 木元 加奈子 ｷﾓﾄ ｶﾅｺ チームしま部 千歳市 1:29:46

9 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

10 7139 清藤 順子 ｾｲﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:30:25

11 7569 日比野 由佳 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｶ 日比野塗装 札幌市 1:31:03

12 7240 山野 香 ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ 札幌市 1:31:13

13 7086 後藤 美智子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 愛知県 1:31:48

14 7285 佐々木 美貴子 ｻｻｷ ﾐｷｺ 札幌市 1:34:03

15 7224 大橋 敬子 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ 札幌走ろう会 札幌市 1:34:36

16 7146 土川 美枝 ﾂﾁｶﾜ ﾐｴ 札幌市 1:34:49

17 7188 長尾 理恵 ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 長尾家 恵庭市 1:34:57

18 7136 太田 亜紀子 ｵｵﾀ ｱｷｺ 札幌市 1:35:11

19 7272 半澤 晃子 ﾊﾝｻﾞﾜ ｱｷｺ 札幌市 1:36:11

20 7121 今井 めぐみ ｲﾏｲ ﾒｸﾞﾐ 福岡県 1:36:41

21 7002 森田 早苗 ﾓﾘﾀ ｻﾅｴ 東京都 1:36:43

22 7133 太田 京子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ フレングＲＣ 札幌市 1:36:59

23 7180 高橋 雅子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 札幌市 1:37:29

24 7005 松岡 ひろみ ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾐ 東京都 1:37:42

24 7004 渡辺 由佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 東京都 1:37:42

26 7341 荒井 恵久子 ｱﾗｲ ｴｸｺ 恵庭市 1:38:20

27 7223 勝沼 珠希 ｶﾂﾇﾏ ﾀﾏｷ エコ名ＮＲＣ 札幌市 1:38:53

28 7260 倉兼 亜紀 ｸﾗｶﾈ ｱｷ 北見市 1:38:57

29 7009 木村 弘美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 1:39:17

30 7219 真崎 美穂 ﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 札幌市 1:39:26

31 7202 喜多 清美 ｷﾀ ｷﾖﾐ 北見市 1:39:30

32 7189 高瀬 育子 ﾀｶｾ ｲｸｺ エスマラソン部 札幌市 1:39:43

33 7398 古川 めぐむ ﾌﾙｶﾜ ﾒｸﾞﾑ 北広島市 1:39:45

34 7278 寺口 芽理 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾒﾘ いろはな 札幌市 1:39:53

35 7090 瀬戸 敏江 ｾﾄ ﾄｼｴ 愛知県 1:39:55

36 7270 平出 朱実 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｹﾐ 岩見沢市 1:40:10

37 7120 原田 素子 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾄｺ 福岡県 1:40:23

38 7636 野々宮 規美代 ﾉﾉﾐﾔ ｷﾐﾖ 千歳市 1:40:50

39 7179 田村 早苗 ﾀﾑﾗ ｻﾅｴ 札幌市 1:40:52

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

41 7306 三浦 里織 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 札幌市 1:40:57

42 7210 播本 雅津子 ﾊﾘﾓﾄ ｶﾂﾞｺ 名寄市 1:41:13

43 7637 古家 陽子 ﾌﾙｲｴ ﾖｳｺ 空自千歳基地 千歳市 1:41:30

44 7095 間宮 明美 ﾏﾐﾔ ｱｹﾐ 岐阜県 1:41:32

45 7296 福良 薫 ﾌｸﾗ ｶｵﾙ 札幌市 1:41:50

46 7465 服部 文香 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐｶ 札幌市 1:41:55

47 7186 塚本 昌恵 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻｴ 札幌市 1:42:26

48 7227 高山 卓乃 ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾉ 札幌市 1:42:32

49 7402 黒崎 友紀 ｸﾛｻｷ ﾕｷ 江別市 1:42:52

50 7389 岩腰 しずか ｲﾜｺｼ ｼｽﾞｶ 札幌市 1:43:05
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51 7287 樫山 泰子 ｶｼﾔﾏ ﾀｲｺ かぶきんぐす 札幌市 1:43:07

52 7502 勝浦 千鶴 ｶﾂｳﾗ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市 1:43:18

53 7019 中根 冬貴 ﾅｶﾈ ﾌﾕｷ びいばあず 東京都 1:43:22

54 7324 谷内 美由紀 ﾀﾆｳﾁ ﾐﾕｷ 音更町 1:43:31

55 7061 佐藤 紀子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:43:39

56 7228 鈴木 博美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 江別市 1:43:57

57 7297 鈴木 順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 1:44:03

58 7226 近江谷 史恵 ｵｵﾐﾔ ﾌﾐｴ 札幌市 1:44:17

59 7386 伊藤 育子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 札幌市 1:44:35

60 7461 阿部 千絵美 ｱﾍﾞ ﾁｴﾐ 札幌市 1:45:23

61 7596 森松 女久美 ﾓﾘﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 島・ＲＣ千歳 千歳市 1:45:26

61 7597 村上 由紀子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｺ 島．ＲＣ千歳 千歳市 1:45:26

63 7008 杉村 裕子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ 東京都 1:45:35

64 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

65 7051 内田 陽子 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 1:45:53

66 7231 小松 恵 ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 走る海豚 江別市 1:46:03

67 7014 大久保 友美子 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾐｺ 東京都 1:46:20

68 7427 番匠 稚子 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾜｶｺ 釧路市 1:46:24

69 7246 笹森 由美子 ｻｻﾓﾘ ﾕﾐｺ 輔仁会ＲＣ 札幌市 1:46:59

70 7482 齊藤 文惠 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｴ 恵庭市 1:47:21

71 7164 中原 あずさ ﾅｶﾊﾗ ｱｽﾞｻ 札幌市 1:47:28

72 7528 宇都宮 由貴子 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｷｺ 札幌市 1:47:45

73 7529 渡辺 明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 札幌市 1:48:08

74 7475 奥山 鏡子 ｵｸﾔﾏ ｷｮｳｺ 札幌市 1:48:16

75 7077 吉田 知子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 茨城県 1:48:23

76 7331 遠藤 都 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾔｺ キャラサラ 旭川市 1:48:39

77 7084 清水 章子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 静岡県 1:48:49

78 7312 山上 祐子 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ 恵庭市 1:49:00

79 7447 山下 恵子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 苫小牧市 1:49:10

80 7344 櫻井 美代子 ｻｸﾗｲ ﾐﾖｺ 苫小牧市 1:49:27

81 7346 小野寺 朱美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｹﾐ 函館市 1:50:07

82 7491 渡部 恭佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 札幌市 1:50:12

83 7421 加藤 佐知子 ｶﾄｳ ｻﾁｺ 函館市 1:50:13

84 7439 矢本 理恵 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市 1:50:26

85 7369 近藤 圭生 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｵ 札幌市 1:50:34

86 7531 渡邊 真理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ 北斗５９ 当別町 1:50:50

87 7499 櫻井 郁代 ｻｸﾗｲ ｲｸﾖ 苫小牧市 1:51:12

88 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

89 7025 南畑 美穂 ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾐﾎ 東京都 1:51:16

90 7505 角谷 美穂 ｶﾄﾞﾔ ﾐﾎ 札幌市 1:51:25

91 7284 大坂 由美子 ｵｵｻｶ ﾕﾐｺ 岩見沢市 1:51:35

92 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

93 7590 大森 千帆 ｵｵﾓﾘ ﾁﾎ 札幌市 1:51:46

94 7426 高橋 美紀子 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｺ 札幌市 1:51:51

95 7363 田中 貴子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ 岩見沢市 1:51:55

96 7408 大山 さおり ｵｵﾔﾏ ｻｵﾘ 札幌市 1:52:07

97 7517 清水 孝子 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｺ 札幌市 1:52:39

98 7305 冨田 修子 ﾄﾐﾀ ｼｭｳｺ 札幌市 1:52:44

99 7303 長谷川 真輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 札幌市 1:52:46

100 7399 高野 ゆかり ﾀｶﾉ ﾕｶﾘ 札幌市 1:53:11
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101 7016 小野木 美奈 ｵﾉｷﾞ ﾐﾅ 東京都 1:53:18

102 7294 片岡 恵美 ｶﾀｵｶ ﾒｸﾞﾐ 旭川市 1:53:46

103 7611 若松 由紀子 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷｺ 千歳市 1:54:06

104 7280 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ 札幌市 1:54:10

105 7533 勝田 きよみ ｶﾂﾀ ｷﾖﾐ 札幌市 1:54:34

106 7661 北澤 さおり ｷﾀｻﾞﾜ ｻｵﾘ 千歳市 1:54:43

107 7030 大島 裕子 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 東京都 1:55:03

108 7020 上井 麻子 ｳﾜｲ ｱｻｺ 東京都 1:55:16

109 7100 水野 真由美 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾕﾐ 大阪府 1:55:21

109 7262 大須賀 智香 ｵｵｽｶﾞ ﾁｶ 恵庭市 1:55:21

111 7452 玉尾 みちる ﾀﾏｵ ﾐﾁﾙ ＲＵＮらん澄川 札幌市 1:55:37

112 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

113 7319 桐越 佳世 ｷﾘｺｼ ｶﾖ やっぱし！ゆに 栗山町 1:55:49

114 7075 堀 由紀江 ﾎﾘ ﾕｷｴ 千葉県 1:56:11

115 7648 茂庭 直美 ﾓﾆﾜ ﾅｵﾐ 千歳市 1:56:21

116 7485 阪井 美由起 ｻｶｲ ﾐﾕｷ 札幌市 1:56:23

117 7420 元木 弥生 ﾓﾄｷ ﾔﾖｲ エスマラソン部 札幌市 1:56:45

118 7098 福井 祐子 ﾌｸｲ ﾕｳｺ 大阪府 1:56:56

119 7097 梅本 敦子 ｳﾒﾓﾄ ｱﾂｺ 大阪府 1:57:24

120 7404 女鹿 美智代 ﾒｶﾞ ﾐﾁﾖ 札幌市 1:57:56

121 7252 伊藤 かほり ｲﾄｳ ｶﾎﾘ 札幌市 1:58:24

122 7613 金谷 幸恵 ｶﾅﾔ ｻﾁｴ 千歳市 1:58:39

123 7105 今井 広子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 兵庫県 1:58:46

124 7064 道廣 博美 ﾐﾁﾋﾛ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:58:53

125 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

126 7550 須藤 和美 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 札幌市 1:59:10

126 7122 森山 美樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ 福岡県 1:59:10

128 7218 高田 弘子 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｺ 札幌市 1:59:25

129 7423 宮城 知美 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓﾐ 札幌市 1:59:40

130 7229 八重樫 陽子 ﾔｴｶﾞｼ ﾖｳｺ 札幌市 1:59:41

131 7641 佐藤 さつき ｻﾄｳ ｻﾂｷ ちゃまーず 千歳市 1:59:46

132 7530 佐野 敦美 ｻﾉ ｱﾂﾐ メナード健友会 苫小牧市 2:00:45

133 7190 岡田 朋子 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 札幌市 2:01:52

134 7464 横江 初代 ﾖｺｴ ﾊﾂﾖ 札幌市 2:02:19

135 7438 小西 桂 ｺﾆｼ ｶﾂﾗ 帯広市 2:02:58

136 7507 福居 留美 ﾌｸｲ ﾙﾐ 札幌市 2:03:26

137 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

138 7059 楠根 聡子 ｸｽﾈ ｻﾄｺ ＪＫＶＩ 神奈川県 2:03:54

139 7032 森 恵子 ﾓﾘ ｹｲｺ 東京都 2:04:24

140 7123 秦野 一枝 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｴ 福岡県 2:04:29

141 7414 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 上士幌町 2:05:18

142 7462 松原 洋子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 日高町 2:05:23

143 7628 安藤 睦美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ 千歳市 2:05:28

144 7555 松岡 裕美子 ﾏﾂｵｶ ﾕﾐｺ 上士幌町 2:05:34

145 7473 細貝 千秋 ﾎｿｶﾞｲ ﾁｱｷ 札幌市 2:05:52

146 7264 中井 小百合 ﾅｶｲ ｻﾕﾘ 新篠津村 2:05:56

147 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

148 7380 八木 美智枝 ﾔｷﾞ ﾐﾁｴ ポチポポ 札幌市 2:07:11

149 7066 宇月 夕子 ｳﾂﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県 2:08:50

150 7327 伊賀 恵利子 ｲｶﾞ ｴﾘｺ 余市町 2:09:00
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151 7658 米山 美智 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾁ 千歳市 2:09:19

152 7343 中川 香織 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ 江別市 2:09:50

153 7649 三宅 利佳 ﾐﾔｹ ﾖﾘｶ 千歳市 2:09:57

154 7347 遠山 真由美 ﾄｵﾔﾏ ﾏﾕﾐ 札幌市 2:10:02

155 7311 谷藤 朋代 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾄﾓﾖ 南幌町 2:10:14

156 7267 佐々木 恵美 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 釧路市 2:10:46

157 7537 若山 奈緒子 ﾜｶﾔﾏ ﾅｵｺ ポレポレ 札幌市 2:11:00

158 7536 若山 薫 ﾜｶﾔﾏ ｶｵﾙ ポレポレ 札幌市 2:11:01

159 7514 土谷 のぞみ ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 石狩市 2:11:49

160 7110 下村 真由美 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕﾐ 兵庫県 2:11:59

161 7523 山下 祐里枝 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｴ ＣＲＥ 札幌市 2:12:24

162 7543 津川 瑞穂 ﾂｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 札幌市 2:14:01

163 7454 加賀谷 真弓 ｶｶﾞﾔ ﾏﾕﾐ 札幌市 2:14:14

164 7564 藤松 千恵 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾁｴ 恵庭市 2:14:24

165 7111 高畑 良子 ｺｳﾊﾀ ﾖｼｺ 広島県 2:14:39

166 7424 矢久保 智恵 ﾔｸﾎﾞ ﾄｼｴ ちぃむｋ 札幌市 2:14:51

167 7102 青野 和美 ｱｵﾉ ｶｽﾞﾐ 京都府 2:15:54

168 7651 太田 千里 ｵｵﾀ ﾁｻﾄ 千歳市 2:16:26

169 7350 千葉 希枝子 ﾁﾊﾞ ｷｴｺ 札幌市 2:18:23

170 7067 乾 由美 ｲﾇｲ ﾕﾐ ほな行くで！ 神奈川県 2:19:54

171 7038 鈴木 啓子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 東京都 2:22:03

172 7576 金子 貴世 ｶﾈｺ ﾀｶﾖ 札幌市 2:22:29

173 7639 手塚 芳子 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｺ 千歳市 2:22:52

174 7031 下平 涼子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｺ 東京都 2:24:03

175 7338 三上 才佳 ﾐｶﾐ ｻｲｶ 札幌市 2:24:11

176 7091 秋元 雅子 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｺ 愛知県 2:27:39

177 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

178 7041 坂 吟佳 ﾊﾞﾝ ｳﾀｶ ＪＡＬＲＣ 東京都 2:28:07

179 7042 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ 日本航空 東京都 2:28:08

179 7043 小松原 美穂 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾎ 日本航空 東京都 2:28:08

181 7581 佐藤 リカ ｻﾄｳ ﾘｶ 札幌市 2:29:20

182 7392 藤枝 ちあき ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾁｱｷ 札幌市 2:29:56

183 7587 村田 真澄 ﾑﾗﾀ ﾏｽﾐ （株）豊月 恵庭市 2:32:02

184 7513 熊倉 仁美 ｸﾏｸﾗ ﾋﾄﾐ くふくふ 札幌市 2:32:10

185 7610 山口 三恵子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｴｺ 千歳市 2:43:50

186 7448 佐藤 典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 札幌市 2:46:42

187 7076 屋良 貴子 ﾔﾗ ﾀｶｺ 千葉県 2:58:11

188 7542 袰主 ゆう子 ﾎﾛﾇｼ ﾕｳｺ 札幌市 3:14:42
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