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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

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 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

3 7187 石田 さゆり ｲｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 札幌市 1:28:05

4 7217 石山 有美 ｲｼﾔﾏ ｱﾐ 石狩市 1:33:00

5 7631 松尾 紗由美 ﾏﾂｵ ｻﾕﾐ 千歳市 1:33:51

6 7372 片貝 優李 ｶﾀｶﾞｲ ﾕｳﾘ 苫小牧市 1:34:40

7 7208 横山 詩織 ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ 札幌市 1:34:47

8 7406 清水 留佳 ｼﾐｽﾞ ﾙｶ 伏古北小学校 札幌市 1:35:55

9 7388 佐野 珠里 ｻﾉ ｼｭﾘ ジェイエスエス 苫小牧市 1:36:00

10 7269 日置 ゆかり ﾋｵｷ ﾕｶﾘ 札幌市 1:36:33

11 7337 相木 千明 ｱｲｷ ﾁｱｷ 旭川市 1:36:39

12 7271 山崎 美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 札幌市 1:38:06

12 7207 安藤 ひとみ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 札幌市 1:38:06

14 7128 日比野 さゆり ﾋﾋﾞﾉ ｻﾕﾘ ●ＴＯＷＥＲ● 札幌市 1:39:19

15 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

16 7342 樋口 瑞希 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 札幌市 1:39:56

17 7197 林 沙織 ﾊﾔｼ ｻｵﾘ 音更町 1:40:14

18 7048 西田 沙世 ﾆｼﾀﾞ ｻﾖ 東京都 1:41:55

19 7027 平川 美沙 ﾋﾗｶﾜ ﾐｻ 東京都 1:43:13

20 7196 小嶋 千尋 ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 札幌市 1:44:01

21 7281 手塚 菜緒美 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵﾐ ぺんぎん組 札幌市 1:44:30

22 7604 高松 実穂 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾎ 千歳市 1:44:55

23 7357 白倉 美咲 ｼﾗｸﾗ ﾐｻｷ 南幌町 1:45:29

24 7255 貝森 鮎 ｶｲﾓﾘ ｱﾕ 札幌市 1:45:35

25 7666 増田 千紘 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ 千歳市 1:45:43

26 7524 浅利 麻衣 ｱｻﾘ ﾏｲ 恵庭市 1:45:45

27 7664 藤岡 夏未 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 千歳市 1:45:51

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

29 7215 内海 千景 ｳﾂﾐ ﾁｶｹﾞ 札幌市 1:47:28

30 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

31 7241 清水口 雪那 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 江別市 1:48:05

32 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

33 7490 大川 倫美 ｵｵｶﾜ ﾂｸﾞﾐ 札幌市 1:48:19

34 7444 田野 史 ﾀﾉ ﾌﾐ 札幌市 1:48:39

35 7393 橋本 絵里菜 ﾊｼﾓﾄ ｴﾘﾅ 知内町 1:49:30

36 7504 前川 明穂 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾎ 札幌市 1:50:21

37 7315 岩田 直佳 ｲﾜﾀ ﾅｵｶ 札幌市 1:51:14

38 7665 高野 杏奈 ﾀｶﾉ ｱﾝﾅ 千歳市 1:52:07

39 7022 中井 麻理乃 ﾅｶｲ ﾏﾘﾉ 東京都 1:53:27

40 7364 長谷川 則子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 江別市 1:53:49

41 7449 横山 怜子 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲｺ 札幌市 1:53:59

42 7600 齋藤 梨乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾉ 北海道大学 千歳市 1:54:47

43 7589 宮本 夏希 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾂｷ メナード 苫小牧市 1:55:22

44 7435 村上 百合絵 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｴ 札幌市 1:56:43

45 7582 小林 紗 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 北海道大学 札幌市 1:56:58

46 7655 三浦 祥子 ﾐｳﾗ ｻﾁｺ 千歳市 1:57:02

47 7500 塚田 未来 ﾂｶﾀﾞ ﾐｸ 札幌市 1:57:31

48 7609 川上 園代 ｶﾜｶﾐ ｿﾉﾖ 千歳市 1:59:42

49 7382 堀本 百恵 ﾎﾘﾓﾄ ﾓﾓｴ 札幌市 2:00:50

50 7553 砂原 明梨 ｽﾅﾊﾗ ｱｶﾘ 札幌市 2:01:42
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51 7405 志茂 恵理子 ｼﾓ ｴﾘｺ キリンビール 長沼町 2:02:11

52 7381 荒木 美帆 ｱﾗｷ ﾐﾎ 札幌市 2:02:26

53 7552 菅原 由香里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ 札幌市 2:04:10

54 7191 遠藤 優衣 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 恵庭市 2:04:21

55 7387 圓成 あゆみ ｴﾝｼﾞｮｳ ｱﾕﾐ 札幌市 2:04:38

56 7585 武田 彩香 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ 札幌市 2:05:39

57 7013 筒井 美里 ﾂﾂｲ ﾐｻﾄ 東京都 2:06:22

58 7519 野口 法子 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 黒松内町 2:09:37

59 7657 井上 千春 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ 千歳市 2:10:25

60 7345 南 香代子 ﾐﾅﾐ ｶﾖｺ 札幌市 2:10:38

61 7560 熊木 媛子 ｸﾏｷ ﾋﾒｺ 札幌市 2:10:47

62 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

63 7526 砂川 美保 ｽﾅｶﾞﾜ ﾐﾎ 苫小牧市 2:13:13

64 7070 伊野 真里奈 ｲﾉ ﾏﾘﾅ 北里大学 神奈川県 2:15:27

65 7366 宮川 幸子 ﾐﾔｶﾜ ｻﾁｺ 札幌市 2:18:53

66 7545 吉田 美幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 恵庭市 2:19:42

67 7040 深野 真友香 ﾌｶﾉ ﾏﾕｶ 東京都 2:24:32

68 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

69 7060 楠根 未来 ｸｽﾈ ﾐｸ ＪＫＶＩ 神奈川県 2:25:52

70 7548 本城 優日 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 札幌市 2:26:18

71 7397 秋山 いづみ ｱｷﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ アルペン 札幌市 2:27:43

72 7556 宮地 遥 ﾐﾔﾁ ﾊﾙｶ スポーツデポ 札幌市 2:27:49

72 7349 鈴木 亜美 ｽｽﾞｷ ｱﾐ 札幌市 2:27:49

74 7058 達川 梨花 ﾀﾂｶﾜ ﾘｶ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:29:54

75 7467 高田 佳奈子 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅｺ 札幌市 2:30:40

76 7410 中村 満菜美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 札幌市 2:31:19

77 7574 堂谷 藍梨 ﾄﾞｳﾔ ｱｲﾘ 旭川市 2:34:36

78 7573 深田 琴子 ﾌｶﾀ ｺﾄｺ 旭川市 2:34:37

79 7376 工藤 奈津美 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 札幌市 2:46:50

80 7622 蝦名 沙姫 ｴﾋﾞﾅ ｻｷ 千歳市 2:54:44

81 7580 佐藤 わかな ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 札幌市 3:04:31

82 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
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