
1 469 平　　和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ 札幌市 1:03:41
2 489 斉藤　智佐 ｻｲﾄｳ ﾁｻ 室蘭市 室蘭陸協 1:06:04
3 419 新井谷由里子ｱﾗｲﾔ ﾕﾘｺ 札幌市 　 1:08:13
4 483 栗山るり子 ｸﾘﾔﾏ ﾙﾘｺ 札幌市 ちばりよＲＣ 1:08:33
5 508 佐賀井奈穂 ｻｶﾞｲ ﾅｵ 札幌市 1:11:56
6 486 山内加奈子 ﾔﾏｳﾁ ｶﾅｺ 壮瞥町 　 1:12:28
7 502 上西　　舞 苫小牧市 　 1:12:45
8 503 久保田千恵 ｸﾎﾞﾀ ﾁｴ 伊達市 　 1:12:54
9 414 高木あゆこ ﾀｶｷﾞ ｱﾕｺ 苫小牧市 　 1:13:40

10 404 吉岡　美希 ﾖｼｵｶ ﾐｷ 札幌市 フレングＲＣ 1:13:55
11 402 森本　美沙 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻ 札幌市 ちばりよ～ＲＣ 1:15:52
12 488 寺島亜希子 ﾃﾗｼﾏ ｱｷｺ 恵庭市 ＫＫＣ 1:16:19
13 420 鶴飼亜紀子 ﾂﾙｶﾞｲ ｱｷｺ 札幌市 　 1:16:34
14 412 山田菜々子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅｺ 江別市 江別朝練ＴＫＧ 1:16:43
15 430 羽根田千秋 ﾊﾈﾀ ﾁｱｷ 苫小牧市 　 1:17:56
16 428 渡部あずさ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 室蘭市 　 1:18:27
17 458 武部　和美 ﾀｹﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 恵庭市 　 1:18:55
18 455 石田　明子 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市 　 1:19:39
19 490 廣瀬　　南 ﾋﾛｾ ﾐﾅﾐ 恵庭市 　 1:20:03
20 406 網谷　美雪 ｱﾐﾔ ﾐﾕｷ 札幌市 ピコ族 1:20:25
21 429 辻　　未佳 ﾂｼﾞ ﾐｶ 室蘭市 ＭＥＰＳ 1:21:29
22 437 高山　幸子 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｺ 室蘭市 　 1:21:32
23 447 天野　聡子 ｱﾏﾉ ｱｷｺ 札幌市 　 1:22:12
24 448 木戸　由香 ｷﾄﾞ ﾕｶ 苫小牧市 　 1:22:43
25 439 西岡美香子 ﾆｼｵｶ ﾐｶｺ 江別市 黒丸と一緒 1:23:45
26 452 村井真由美 ﾑﾗｲ ﾏﾕﾐ 岩見沢市 　 1:23:51
27 470 加藤美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 洞爺湖町 　 1:24:31
28 454 黒木沙会子 ｸﾛｷ ｻｴｺ 札幌市 ＳＣＣ 1:25:08
29 431 青木真由美 ｱｵｷ ﾏﾕﾐ 千歳市 　 1:25:36
30 453 大東　幸希 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾕｷ 札幌市 　 1:25:55
31 471 太田　真紀 ｵｵﾀ ﾏｷ 札幌市 　 1:26:10
32 474 造田　華子 ｿﾞｳﾀ ﾊﾅｺ 札幌市 　 1:26:32
33 484 星野　育美 苫小牧市 　 1:26:44
34 409 野上のり子 ﾉｶﾞﾐ ﾉﾘｺ 恵庭市 恵庭走友会 1:27:31
35 425 矢本　理恵 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市 　 1:27:45
36 446 山上　祐子 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ 恵庭市 　 1:28:05
37 313 斎藤　広美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 室蘭市 1:28:35
38 479 松本由佳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶｺ 室蘭市 　 1:28:47
39 494 外﨑友蘭佳 ﾄﾉｻｷ ﾕﾘｶ 室蘭市 　 1:29:50
40 478 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 苫小牧市 　 1:30:12
41 456 甲斐　朋恵 ｶｲ ﾄﾓｴ 札幌市 　 1:30:34
42 422 舛野りか子 ﾏｽﾉ ﾘｶｺ 札幌市 　 1:30:34
43 435 宮下　春美 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 札幌市 札幌羊ケ丘ＲＣ 1:31:01
44 442 五十嵐淳子 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 　 1:31:37
45 403 阿坐上佳子 ｱｻﾞｶﾐ ﾖｼｺ 苫小牧市 　 1:31:51
46 411 諸岡　浩子 ﾓﾛｵｶ ﾋﾛｺ 札幌市 道マラソンクラブ 1:32:23
47 510 小澤　美香 ｵｻﾞﾜ ﾐｶ 札幌市 1:32:30
48 421 大谷　玲子 ｵｵﾀﾆ ﾚｲｺ 恵庭市 恵庭走友会 1:32:40
49 462 新田　郁子 ﾆｯﾀ ｲｸｺ 札幌市 　 1:32:43
50 417 石崎　和子 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 恵庭市 恵庭走友会 1:32:51
51 467 阿部美佐子 ｱﾍﾞ ﾐｻｺ 苫小牧市 阿部工業所 1:33:05
52 450 沼田　萌香 ﾇﾏﾀ ﾓｴｶ 千歳市 　 1:33:31
53 463 洞口真由子 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 札幌市 　 1:34:58
54 445 髙地　智子 ﾀｶﾁ ﾄﾓｺ 恵庭市 　 1:35:01
55 434 大浜ひろみ ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ 苫小牧市 　 1:35:16
56 481 荒島　佳奈 ｱﾗｼﾏ ｶﾅ 登別市 　 1:35:21
57 464 矢島　　梢 ﾔｼﾞﾏ ｺｽﾞｴ 伊達市 　 1:35:59
58 443 鎌田由香利 ｶﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ 旭川市 Ｔｅａｍ．ＫＰ 1:36:04
59 426 高橋シズエ ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｴ 札幌市 　 1:36:13



60 511 溝上　ルミ ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾙﾐ 恵庭市 1:36:36
61 441 増原　聡子 ﾏｽﾊﾗ ｻﾄｺ 苫小牧市 　 1:37:04
62 451 佐藤　里英 ｻﾄｳ ﾘｴ 恵庭市 　 1:39:05
63 405 草野佳奈恵 ｸｻﾉ ｶﾅｴ 札幌市 ＴアスリートＣ 1:39:15
64 440 松下ゆかり ﾏﾂｼﾀ ﾕｶﾘ 苫小牧市 王子製紙ＡＣ 1:39:21
65 418 藤田　麻里 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘ 苫小牧市 　 1:39:21
66 432 中村　真理 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘ 室蘭市 　 1:39:55
67 493 上本　理佳 ｳｴﾓﾄ ﾘｶ 当別町 　 1:40:00
68 477 南木　えり ﾐﾅﾐｷ ｴﾘ 室蘭市 　 1:40:28
69 480 中島　里美 ﾅｶｼﾏ ｻﾄﾐ 登別市 　 1:40:51
70 509 今井　美李 ｲﾏｲ ﾐﾘ 札幌市 1:41:37
71 438 中村　友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 千歳市 　 1:42:26
72 496 宮川　咲乃 ﾐﾔｶﾜ ｻｷﾉ 札幌市 　 1:42:30
73 482 篠田久美子 ｼﾉﾀﾞ ｸﾐｺ 室蘭市 　 1:42:40
74 466 中野ひとみ ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市 焼肉もうもう苑 1:42:48
75 401 斉藤　真美 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ 恵庭市 　 1:43:00
76 507 田畑　美桜 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｵ 恵庭市 　 1:43:04
77 472 後藤　梨穂 ｺﾞﾄｳ ﾘﾎ 札幌市 　 1:43:49
78 500 和田　啓代 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾖ 壮瞥町 壮瞥竹友会 1:45:01
79 460 青木亜祐子 ｱｵｷ ｱﾕｺ 千歳市 　 1:45:15
80 461 平郡ひとみ ﾋﾗｺﾞｳﾘ ﾋﾄﾐ 苫小牧市 　 1:45:17
81 495 髙橋　瑞季 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 千歳市 　 1:45:20
82 416 渡部喜美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 伊達市 　 1:45:40
83 410 宮武富美子 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐｺ 登別市 　 1:45:48
84 512 須田布美子 ｽﾀﾞ ﾌﾐｺ 札幌市 エスマラソン部 1:46:00
85 501 後藤祐記代 ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾖ 石狩市 　 1:46:50
86 499 石郷岡史衣 ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾌﾐｴ 札幌市 　 1:46:51
87 433 坂根　利香 ｻｶﾈ ﾘｶ 登別市 　 1:47:02
88 459 馬場由紀江 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷｴ 札幌市 　 1:47:18
89 436 櫻井　美果 ｻｸﾗｲ ﾐｶ 札幌市 江別朝練ＴＫＧ 1:47:39
90 449 安田真佐子 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｺ 江別市 野幌森林走会 1:47:39
91 423 宮下美奈子 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾅｺ 札幌市 札幌羊ケ丘ＲＣ 1:48:24
92 468 菅原　香織 ｽｶﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 室蘭市 　 1:49:34
93 485 星野　順子 苫小牧市 　 1:52:32
94 491 大石ちづる ｵｵｲｼ ﾁﾂﾞﾙ 千歳市 　 1:53:14
95 475 佐藤　亜紀 ｻﾄｳ ｱｷ 室蘭市 　 1:53:20
96 424 塚田　由香 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｶ 苫小牧市 　 1:53:29
97 492 山田亜矢子 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｺ 室蘭市 　 1:53:53
98 505 藤井　美子 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｺ 千歳市 　 1:57:04
99 504 細井ひろみ ﾎｿｲ ﾋﾛﾐ 札幌市 　 1:57:27

100 427 井口きよ子 ｲｸﾞﾁ ｷﾖｺ 札幌市 　 2:02:19
101 407 木戸　幸枝 ｷﾄﾞ ﾕｷｴ 札幌市 　 2:04:03
102 465 池部　りか ｲｹﾍﾞ ﾘｶ 登別市 　 2:07:54
103 497 宮川喜代美 ﾐﾔｶﾜ ｷﾖﾐ 札幌市 　 2:12:29


