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1 3103 藤澤 舞 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｲ エクセルＡＣ 札幌市 2:40:46

2 3317 柴田 美幸 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ 島ＲＣ千歳 千歳市 2:57:16

3 3104 平 和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:09:55

4 3063 梶原 千裕 ｶｼﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 大阪府 3:10:56

5 3001 藤井 幹子 ﾌｼﾞｲ ﾐｷｺ 東京都 3:15:56

6 3105 池田 美穂子 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎｺ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:19:39

7 3119 伊藤 智子 ｲﾄｳ ｻﾄｺ 東札幌病院 札幌市 3:21:04

8 3126 今西 亜美 ｲﾏﾆｼ ｱｹﾐ キャラサラ 旭川市 3:21:21

9 3108 野尻 美香 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 札幌市 3:21:29

10 3116 佐澤 純子 ｻｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 3:21:54

11 3334 緒方 陽子 ｵｶﾞﾀ ﾖｳｺ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 3:21:59

12 3092 清水 妙子 ｼﾐｽﾞ ﾀｴｺ 福岡県 3:23:22

13 3109 手塚 淑恵 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｴ Ｒコンセプト 札幌市 3:24:08

14 3127 音喜多 聡美 ｵﾄｷﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 3:24:49

15 3117 阿部 真衣子 ｱﾍﾞ ﾏｲｺ 札幌市 3:25:06

16 3051 後藤 明美 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾐ ＦＲＯＧ 愛知県 3:31:51

17 3006 桶谷 祥恵 ｵｹﾀﾆ ｻﾁｴ 東京都 3:31:58

18 3112 兼西 笑美子 ｶﾈﾆｼ ｴﾐｺ チーム ぷっ 札幌市 3:32:24

19 3123 矢部 一恵 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞｴ 三角山走友会 札幌市 3:35:26

20 3040 尾関 佳代子 ｵｾﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 3:35:45

21 3002 土田 かおり ﾂﾁﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 3:35:46

22 3004 小高 美代子 ｵﾀﾞｶ ﾐﾖｺ 東京都 3:36:08

23 3111 大西 純子 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ Ｒコンセプト 札幌市 3:36:27

24 3081 大家 美穂子 ｵｵﾔ ﾐﾎｺ 兵庫県 3:36:42

25 3230 君島 菜実絵 ｷﾐｼﾞﾏ ﾅﾐｴ ちぃむのぼり坂 北見市 3:37:41

26 3003 河井 貴恵 ｶﾜｲ ﾀｶｴ 東京都 3:38:59

27 3120 松井 葉子 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 札幌市 3:39:38

28 3122 真田 和子 ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞｺ 真田丸 札幌市 3:40:12

29 3100 菅野 美花 ｶﾝﾉ ﾐｶ チームハナ 宮城県 3:40:48

30 3052 伊藤 真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 愛知県 3:42:21

31 3141 今野 優子 ｺﾝﾉ ﾕｳｺ 滝川市 3:42:31

32 3320 牧内 睦 ﾏｷｳﾁ ﾑﾂﾐ 千歳市 3:42:39

33 3008 神田 百合香 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾘｶ 東京都 3:43:40

34 3140 藤田 聡美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾐ 札幌市 3:44:13

35 3106 高橋 真枝 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 完走ブラザーズ 札幌市 3:44:29

36 3114 森 祐子 ﾓﾘ ﾕｳｺ 恵庭市 3:44:51

37 3124 高橋 佳子 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ 手稲渓仁会病院 札幌市 3:45:00

38 3132 北村 夏美 ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ 札幌市 3:45:12

39 3129 長谷川 郁子 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸｺ 北見市 3:46:24

40 3163 吉田 珠江 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｴ 上士幌町 3:48:07

41 3146 小松 華衣 ｺﾏﾂ ﾊﾅｴ 札幌市 3:49:37

42 3143 柴田 久美子 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐｺ 風たび 札幌市 3:49:49

43 3142 中谷 ことみ ﾅｶﾀﾆ ｺﾄﾐ ＯＫ２ 札幌市 3:50:07

44 3174 齋藤 さおり ｻｲﾄｳ ｻｵﾘ 雅司ナイトラン 名寄市 3:50:21

45 3046 齋藤 幸 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 埼玉県 3:51:08

46 3135 田中 園子 ﾀﾅｶ ｿﾉｺ 田中歯科クリニ 札幌市 3:52:13

47 3162 布村 菫 ﾇﾉﾑﾗ ｽﾐﾚ 旭川市 3:52:51

48 3170 渡辺 真佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 苫小牧市 3:53:03

49 3125 佐藤 真奈美 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 函館走ろう会 函館市 3:53:52

50 3013 伊坂 みゆき ｲｻｶ ﾐﾕｷ 東京都 3:54:19
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51 3156 太田 那渚子 ｵｵﾀ ﾅﾅｺ 札幌市 3:55:31

52 3204 齊藤 奈菜子 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｺ 札幌市 3:55:32

53 3038 松本 由美子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ 千葉マスターズ 千葉県 3:56:48

54 3014 大竹 芳菜 ｵｵﾀｹ ｶﾅ 東京都 3:57:03

55 3148 飯田 明美 ｲｲﾀﾞ ｱｹﾐ 札幌市 3:57:04

56 3139 高橋 知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 完走ブラザーズ 札幌市 3:57:09

57 3094 林田 陽子 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｳｺ 福岡県 3:57:25

58 3072 松浦 節子 ﾏﾂｳﾗ ｾﾂｺ 吹田ヘルス 大阪府 3:58:41

59 3152 中川原 幸江 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ ＯＫ２ 札幌市 3:58:43

60 3078 田口 幸子 ﾀｸﾞﾁ ｻﾁｺ 京都府 3:58:52

61 3089 石井 郁子 ｲｼｲ ｲｸｺ 広島県 3:59:06

62 3149 清水 りか ｼﾐｽﾞ ﾘｶ ラマＡＣ 札幌市 3:59:18

63 3318 森 朋恵 ﾓﾘ ﾄﾓｴ 千歳市 4:00:22

64 3145 野月 文子 ﾉﾂﾞｷ ｱﾔｺ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 4:00:25

65 3071 田島 蓉子 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 大阪府 4:01:42

66 3159 藤澤 かおり ﾌｼﾞｻﾜ ｶｵﾘ 札幌市 4:02:25

67 3010 佐伯 紀和 ｻｲｷ ｷﾜ マラソン完走Ｃ 東京都 4:03:16

68 3166 鈴木 美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 白老町 4:03:42

69 3243 工藤 千奈美 ｸﾄﾞｳ ﾁﾅﾐ 札幌市 4:04:03

70 3067 梶 まゆみ ｶｼﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府 4:04:09

71 3138 白井 奈緒子 ｼﾗｲ ﾅｵｺ 寺島整形外科 札幌市 4:04:21

72 3196 武田 美幸 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩見沢市 4:05:48

73 3128 森谷 志保 ﾓﾘﾔ ｼﾎ 札幌市 4:06:27

74 3133 羽根田 千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 4:07:26

75 3274 千葉 さやか ﾁﾊﾞ ｻﾔｶ 札幌市 4:07:33

76 3180 佐藤 克知子 ｻﾄｳ ｶﾁｺ 札幌市 4:07:42

77 3053 飯本 美奈子 ｲｲﾓﾄ ﾐﾅｺ 日本縦断還暦Ｒ 愛知県 4:07:56

78 3131 小路 えり子 ｼｮｳｼﾞ ｴﾘｺ 札幌市 4:08:22

79 3155 葭内 みゆき ﾖｼｳﾁ ﾐﾕｷ 六華ランナーズ 札幌市 4:08:35

80 3231 谷 桂子 ﾀﾆ ｹｲｺ 渡辺ファミリー 苫前町 4:09:31

81 3157 忠鉢 真樹 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾏｷ 当麻町 4:09:49

82 3007 石崎 まり子 ｲｼｻﾞｷ ﾏﾘｺ 東京都 4:10:05

83 3208 村上 可奈江 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅｴ 別海町 4:10:33

84 3034 加瀬 明子 ｶｾ ｱｷｺ 神奈川県 4:10:58

85 3210 副島 静帆 ｿｴｼﾞﾏ ｼｽﾞﾎ 札幌市 4:11:21

86 3158 島 江里奈 ｼﾏ ｴﾘﾅ 日高町 4:11:29

87 3169 関口 美那 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾅ 日高町 4:11:38

88 3195 大沢 奈保美 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐ あやしい登山隊 札幌市 4:11:50

89 3054 成尾 郁子 ﾅﾙｵ ｲｸｺ フロッグ 愛知県 4:12:05

90 3049 高橋 恵子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 北京カモシカ会 静岡県 4:13:26

91 3192 杉本 晴美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 札幌市 4:13:53

92 3134 半田 ほたる ﾊﾝﾀﾞ ﾎﾀﾙ ホッチーノ 音更町 4:14:50

93 3197 神田 寿子 ｶﾝﾀﾞ ﾋｻｺ 苫小牧市 4:14:54

94 3064 畑谷 千雅子 ﾊﾀﾀﾆ ﾁｶｺ 大阪府 4:15:31

95 3079 天津 まゆみ ｱﾏﾂ ﾏﾕﾐ 京都府 4:16:02

96 3015 小林 未来 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 早大ホカン 東京都 4:16:25

96 3018 北島 佳奈 ｷﾀｼﾞﾏ ｶﾅ ほかん禁酒団体 東京都 4:16:25

98 3177 鈴木 幸子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 札幌市 4:16:35

99 3144 上坂 怜海 ｳｴｻｶ ｻﾄﾐ ちばりよ～ＲＣ 北広島市 4:17:20

100 3060 宮里 匡子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｷｮｳｺ 愛知県 4:17:29
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101 3012 羽野 三千世 ﾊﾉ ﾐﾁﾖ 東京都 4:18:33

102 3062 森本 あつ子 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｺ 滋賀県 4:19:46

103 3250 蔵田 久美子 ｸﾗﾀ ｸﾐｺ 江別市 4:19:56

104 3016 清水 礼子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 東京都 4:21:38

105 3099 湯川 千尋 ﾕｶﾜ ﾁﾋﾛ 宮城県 4:21:45

106 3047 栗原 洋子 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ 埼玉県 4:21:49

107 3325 橋本 憲子 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｺ のりりんクラブ 千歳市 4:21:56

108 3090 高畑 弥奈子 ｺｳﾊﾀ ﾐﾅｺ 広島県 4:22:05

109 3182 入倉 幸 ｲﾘｸﾗ ﾐﾕｷ 札幌市 4:22:06

110 3190 松村 桂 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾗ 札幌市 4:22:20

111 3069 窪田 准子 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 4:22:47

112 3217 北川 きよみ ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾖﾐ 滝川市 4:23:38

113 3327 奥田 曜子 ｵｸﾀﾞ ﾖｳｺ 千歳市 4:23:39

114 3160 沢田 美津子 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｺ 札幌市 4:23:58

115 3073 森山 佳子 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼｺ セレッソＲＣ 大阪府 4:24:12

116 3271 吉本 友美 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 札幌市 4:24:14

117 3207 三浦 一恵 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｴ 五稜会病院 札幌市 4:24:26

118 3203 ＦＵＮＡＫＩ ＡＫＩＫＯ ﾌﾅｷ ｱｷｺ ぷっ 札幌市 4:25:05

119 3176 中村 美里 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾘ 苫小牧市 4:25:43

120 3032 植田 恵子 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ 神奈川県 4:26:22

121 3321 石崎 由香 ｲｼｻﾞｷ ﾕｶ 千歳市 4:27:05

122 3181 大谷 まさみ ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾐ 旭川市 4:27:09

123 3224 南 真英子 ﾐﾅﾐ ﾏｲｺ チームピンク 札幌市 4:27:16

124 3017 安藤 芳美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾐ 東京都 4:27:38

125 3219 佐藤 芳惠 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 苫小牧気分走会 苫小牧市 4:27:41

126 3209 小坂 恵子 ｺｻｶ ｹｲｺ 走団ひとり 北見市 4:28:27

127 3161 渡辺 光子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 北見市 4:28:35

128 3228 古町 綾 ﾌﾙﾏﾁ ｱﾔ 登別市 4:28:50

129 3205 木村 由加 ｷﾑﾗ ﾕｶ ウィンドワード 札幌市 4:29:05

130 3137 大山 亜紀子 ｵｵﾔﾏ ｱｷｺ 札幌市 4:29:08

131 3229 大木 麻衣 ｵｵｷ ﾏｲ 札幌市 4:29:29

132 3011 寺原 知美 ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 4:29:59

133 3248 阿部 由佳 ｱﾍﾞ ﾕｶ 札幌市 4:30:13

134 3241 佐坂 美子 ｻｻｶ ﾖｼｺ 室蘭市 4:30:17

135 3233 高田 美果 ﾀｶﾀﾞ ﾐｶ 札幌市 4:30:34

136 3198 田中 祐子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 札幌市 4:31:12

137 3019 神田 美穂 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾎ 東京都 4:31:19

138 3147 池見 こずえ ｲｹﾐ ｺｽﾞｴ 室蘭市 4:31:33

139 3185 斉藤 和枝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｴ ８ＳＰ 札幌市 4:31:43

140 3107 岩城 あづみ ｲﾜｷ ｱﾂﾞﾐ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 4:32:45

141 3237 間嶋 京子 ﾏｼﾞﾏ ｷｮｳｺ 札幌市 4:32:58

142 3151 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 4:33:00

143 3193 杉本 三奈子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅｺ 札幌市 4:33:18

144 3041 彦阪 久美子 ﾋｺｻｶ ｸﾐｺ チームＨＩＫＯ 千葉県 4:34:16

145 3273 石田 祥代 ｲｼﾀﾞ ｻﾁﾖ チームねねすけ 札幌市 4:34:32

146 3005 本村 泰代 ﾓﾄﾑﾗ ﾔｽﾖ 東京都 4:34:33

147 3324 堀田 里穂 ﾎﾘﾀ ﾘﾎ 千歳市 4:35:18

148 3253 立崎 美穂 ﾀﾁｻﾞｷ ﾐﾎ 豊幌はみんぐ 江別市 4:35:24

149 3033 南雲 恵里子 ﾅｸﾞﾓ ｴﾘｺ 神奈川県 4:35:42

150 3186 等々力 鮎美 ﾄﾄﾞﾘｷ ｱﾕﾐ 札幌市 4:36:23
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151 3066 大西 麻由 ｵｵﾆｼ ﾏﾕ 大阪府 4:36:46

152 3236 西野 伊純 ﾆｼﾉ ｲｽﾞﾐ 苫小牧市 4:36:55

153 3191 高山 幸子 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｺ 室蘭市 4:36:59

154 3216 原田 雅代 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖ 札幌市 4:37:31

155 3252 菅谷 寿美子 ｽｶﾞﾔ ｽﾐｺ 札幌市 4:37:34

156 3009 田中 三恵 ﾀﾅｶ ﾐﾂｴ 東京都 4:37:46

157 3247 紀本 知子 ｷﾓﾄ ﾄﾓｺ 札幌市 4:38:04

158 3061 中村 美香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 三重県 4:38:11

159 3299 越田 あいみ ｺｼﾀﾞ ｱｲﾐ ルネ 札幌市 4:38:23

160 3070 三宅 弘子 ﾐﾔｹ ﾋﾛｺ 大阪府 4:38:25

161 3059 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 4:38:42

162 3121 田中 順美 ﾀﾅｶ ﾖﾘﾐ 札幌市 4:39:21

163 3301 池田 和加 ｲｹﾀﾞ ﾜｶ 札幌市 4:39:23

164 3179 長谷川 麻生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 札幌市 4:39:26

165 3242 渡邊 梨香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 中札内村 4:39:51

166 3251 多田 千恵 ﾀﾀﾞ ﾁｴ 札幌市 4:40:04

167 3263 旗谷 美佳 ﾊﾀﾔ ﾐｶ 札幌市 4:40:38

168 3183 鎌田 美和子 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾜｺ びぃどろ 江別市 4:40:54

169 3039 岩田 昌子 ｲﾜﾀ ﾏｻｺ 千葉県 4:41:19

170 3050 斎藤 南 ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 静岡県 4:42:10

171 3194 松本 有加 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 札幌市 4:42:41

172 3101 佐々木 乃扶子 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｺ チーム佐々木 宮城県 4:42:42

173 3056 安藤 安奈 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅ 愛知県 4:42:45

174 3058 森 光子 ﾓﾘ ﾐﾂｺ 愛知県 4:42:55

175 3326 池亀 一美 ｲｹｶﾞﾒ ｶｽﾞﾐ かめっち 千歳市 4:43:02

176 3267 西郷 由香 ｻｲｺﾞｳ ﾕｶ ライブラン 札幌市 4:44:11

177 3218 吉岡 えりな ﾖｼｵｶ ｴﾘﾅ 音更町 4:44:30

178 3239 橋本 由紀子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ 菅原眼科 北見市 4:44:57

179 3319 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千歳市 4:45:08

180 3244 笹森 奏美 ｻｻﾓﾘ ｶﾅﾐ 札幌市 4:46:25

181 3136 菅原 貴子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｺ かぶきんぐす 札幌市 4:46:52

182 3287 金澤 萌 ｶﾅｻﾞﾜ ﾓｴ 恵庭市 4:47:00

183 3322 石井 裕子 ｲｼｲ ﾋﾛｺ 千歳市 4:47:29

184 3220 前田 沙羅 ﾏｴﾀﾞ ｻﾗ 北海道文教大学 恵庭市 4:47:31

185 3093 清水 ノリ ｼﾐｽﾞ ﾉﾘ 福岡県 4:47:42

186 3240 佐藤 秀子 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｺ 新ひだか町 4:48:22

187 3031 松尾 薫 ﾏﾂｵ ｶｵﾙ 神奈川県 4:48:55

188 3215 上岡 明美 ｶﾐｵｶ ｱｹﾐ 札幌市 4:49:52

189 3043 萩野 道代 ﾊｷﾞﾉ ﾐﾁﾖ ニッポンラン 千葉県 4:50:12

190 3082 小田 美香 ｵﾀﾞ ﾐｶ 兵庫県 4:50:17

191 3225 伊原 美和子 ｲﾊﾗ ﾐﾜｺ ビール飲み隊 札幌市 4:50:39

192 3261 高田 幸子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾁｺ 札幌市 4:50:44

193 3153 池田 真弓 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 札幌市 4:50:52

194 3222 若林 智子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 旭川市 4:51:10

195 3238 篠原 いずみ ｼﾉﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 音江中央保育園 深川市 4:51:46

196 3020 加藤 薫 ｶﾄｳ ｶｵﾙ 東京都 4:52:16

197 3255 上津 幸枝 ｶﾐﾂ ｻﾁｴ 岩見沢市 4:53:19

198 3130 田中 倫子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 札幌市 4:54:06

199 3057 市原 由美 ｲﾁﾊﾗ ﾕﾐ 愛知県 4:55:11

200 3212 服部 菊水 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅ 札幌商工会議所 札幌市 4:55:18
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201 3227 鈴木 佐也果 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 札幌市 4:57:29

202 3285 植村 知香 ｳｴﾑﾗ ﾁｶ 札幌市 4:57:31

203 3171 柿崎 真弓 ｶｷｻﾞｷ ﾏﾕﾐ ＯＫ２ 札幌市 4:57:42

204 3245 佐藤 育子 ｻﾄｳ ｲｸｺ 当別町 4:58:01

205 3281 老田 尚子 ｵｲﾀ ﾅｵｺ 岩内町 4:58:10

206 3084 阿賀 幸 ｱｶﾞ ﾐﾕｷ 兵庫県 4:58:11

207 3074 浦長瀬 祐紀 ｳﾗﾅｶﾞｾ ﾕｷ 大阪府 4:58:13

208 3223 津田 佳子 ﾂﾀﾞ ﾖｼｺ 帯広市 4:58:30

209 3189 君島 峰代 ｷﾐｼﾞﾏ ﾐﾈﾖ ニッセンＳＰ 札幌市 4:58:59

210 3091 皆内 千温 ﾐﾅｳﾁ ﾁﾊﾙ 愛媛県 4:59:10

210 3286 造田 華子 ｿﾞｳﾀ ﾊﾅｺ 田畑塾 札幌市 4:59:10

212 3329 石井 繭 ｲｼｲ ﾏﾕ 千歳市 4:59:29

213 3308 熊坂 香織 ｸﾏｻｶ ｶｵﾘ 足寄ランナーズ 足寄町 5:00:16

213 3304 伊藤 範子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 札幌市 5:00:16

215 3202 板倉 志保 ｲﾀｸﾗ ｼﾎ 神恵内村役場 神恵内村 5:00:36

216 3175 鈴木 敏子 ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ 江別市 5:00:47

217 3085 山下 祐子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 兵庫県 5:01:11

217 3200 高田 真紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市 5:01:11

219 3022 妹尾 ゆき ｾｵ ﾕｷ 東京都 5:01:57

220 3021 桑崎 彩子 ｸﾜｻｷ ｻｲｺ ＦＳＲ 東京都 5:02:08

221 3077 高橋 節子 ﾀｶﾊｼ ｾﾂｺ 大阪府 5:02:16

222 3199 小山 郁恵 ｺﾔﾏ ｲｸｴ しゃきっと 登別市 5:02:46

223 3096 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ 福岡県 5:02:50

224 3095 横田 朋子 ﾖｺﾀ ﾄﾓｺ Ｆ－ＴＲＣ 福岡県 5:03:05

224 3027 畑 陽子 ﾊﾀ ﾖｳｺ 東京都 5:03:05

226 3087 西脇 明子 ﾆｼﾜｷ ｱｷｺ 兵庫県 5:04:07

227 3284 鏡 亜希 ｶｶﾞﾐ ｱｷ 長沼町 5:05:23

228 3246 鈴木 幸代 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾖ チームこちゃ 札幌市 5:06:17

229 3290 畠山 千恵子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｴｺ 札幌市 5:07:02

230 3323 三原 美子 ﾐﾊﾗ ﾖｼｺ 千歳市 5:07:29

231 3023 福留 京子 ﾌｸﾄﾒ ｷｮｳｺ ＮＴＴＣＳＲＣ 東京都 5:08:12

232 3313 小林 浩代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾖ 帯トラ 帯広市 5:08:46

233 3234 金子 香 ｶﾈｺ ｶｵﾘ ＯＫ２ 札幌市 5:09:37

234 3259 工藤 めぐみ ｸﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 恵庭市 5:09:39

235 3330 松倉 美加 ﾏﾂｸﾗ ﾐｶ 千歳市 5:10:14

236 3289 相川 恵理子 ｱｲｶﾜ ｴﾘｺ 滝川ＢＥＥＲＳ 滝川市 5:11:10

237 3036 田中 慈 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ チームＪＯＹ 神奈川県 5:11:36

238 3331 木暮 結 ｺｸﾞﾚ ﾕｳ 千歳市 5:11:54

239 3311 阿部 香苗 ｱﾍﾞ ｶﾅｴ 札幌市 5:12:16

240 3184 強力 利里 ｺﾞｳﾘｷ ﾘﾘ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 5:12:23

241 3316 頼政 ゆかり ﾖﾘﾏｻ ﾕｶﾘ 札幌市 5:12:54

242 3279 中山 美紀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 岩見沢市 5:14:43

243 3288 三浦 朋美 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾐ 札幌市 5:15:36

244 3264 和田 ふみえ ﾜﾀﾞ ﾌﾐｴ ニッシーラブ 函館市 5:15:56

245 3280 大塚 幸子 ｵｵﾂｶ ｻﾁｺ 札幌市 5:16:00

246 3292 戸島 尚子 ﾄｼﾏ ﾅｵｺ 北見市 5:16:34

247 3213 中川 美智子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁｺ チーム陽 小樽市 5:17:06

248 3080 岩本 優美子 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾐｺ やんちゃ村 京都府 5:18:02

249 3232 高石 明日香 ﾀｶｲｼ ｱｽｶ 札幌市 5:18:20

250 3296 深田 恭子 ﾌｶﾀ ｷｮｳｺ 恵庭市 5:18:47
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251 3206 三上 愛 ﾐｶﾐ ｱｲ 石狩市 5:19:03

252 3294 金澤 敦子 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾂｺ 札幌市 5:19:32

253 3310 相澤 依里 ｱｲｻﾞﾜ ｴﾘ 広尾町 5:19:52

254 3201 渡邊 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 家庭教あゆみ会 恵庭市 5:20:11

255 3088 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 日医ジョガーズ 兵庫県 5:20:34

256 3307 船橋 亜湖 ﾌﾅﾊｼ ｱｺ 六華ＲＣ 小樽市 5:21:32

257 3306 本間 攝子 ﾎﾝﾏ ｾﾂｺ チームｋ 札幌市 5:24:44

258 3030 中野 憲子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 東京都 5:25:48

259 3314 工藤 唯子 ｸﾄﾞｳ ﾕｲｺ 札幌市 5:25:51

260 3297 谷川 由香 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｶ 札幌スポ館ＲＣ 札幌市 5:27:52

261 3315 伊藤 園美 ｲﾄｳ ｿﾉﾐ 岩見沢市 5:28:16

262 3188 桑原 唯 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｲ 札幌市 5:28:50

263 3276 田口 恵美子 ﾀｸﾞﾁ ｴﾐｺ 札幌市 5:30:53

264 3035 吉岡 加代子 ﾖｼｵｶ ｶﾖｺ 神奈川県 5:31:34

265 3211 岡村 啓子 ｵｶﾑﾗ ｹｲｺ ウィングエル 札幌市 5:31:53

266 3298 梶原 優子 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 札幌市 5:31:54

267 3178 長野 富美恵 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐｴ ＯＢＩＴＯＲＡ 帯広市 5:32:13

268 3275 森野 宏子 ﾓﾘﾉ ﾋﾛｺ ＨＢＡＲＣ 札幌市 5:32:31

269 3303 福島 真理子 ﾌｸｼﾏ ﾏﾘｺ 湖陵人３７ 札幌市 5:32:39

270 3269 大塚 由理子 ｵｵﾂｶ ﾕﾘｺ ｆｒｕｎ 北広島市 5:32:42

271 3214 佐々木 さゆり ｻｻｷ ｻﾕﾘ 札幌市 5:33:25

272 3291 小山 久恵 ｺﾔﾏ ﾋｻｴ 札幌市 5:33:27

273 3086 田中 伊都子 ﾀﾅｶ ｲﾂｺ 兵庫県 5:33:51

274 3295 野村 慶子 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ 北広島市 5:34:01

275 3309 桑本 香奈子 ｸﾜﾓﾄ ｶﾅｺ ＳＴＲＫ 札幌市 5:38:21

276 3277 森口 直美 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 札幌市 5:39:35

277 3305 川村 みどり ｶﾜﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 北見市 5:42:08

278 3265 岩渕 晃子 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｷｺ 札幌市 5:44:55

279 3300 千葉 佳寿子 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｺ ちぃむＫ 札幌市 5:45:44

280 3150 土井 美波 ﾄﾞｲ ﾐﾅﾐ 札幌市 5:45:56

281 3044 玉川 美知恵 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐﾁｴ 千葉県 5:46:29

282 3262 坂根 利香 ｻｶﾈ ﾘｶ 室蘭市 5:47:10

283 3026 片山 美奈子 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅｺ 東京都 5:48:06

284 3075 成冨 祐子 ﾅﾘﾄﾐ ﾕｳｺ 大阪府 5:48:32

285 3029 小林 千代子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾖｺ 東京都 5:51:07

286 3167 丸山 美咲 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 札幌市 5:51:37

287 7667 澤山 純華 ｻﾜﾔﾏ ｽﾐｶ 札幌市 5:51:38

288 3083 国貞 文子 ｸﾆｻﾀﾞ ﾌﾐｺ 兵庫県 5:52:24

289 3042 阿南 芳子 ｱﾅﾝ ﾖｼｺ 千葉県 6:02:08

290 3257 入江 幽子 ｲﾘｴ ﾕｳｺ 札幌市役所 札幌市 6:03:04
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