
1 5206 野田　楓華 ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 月形町 岩見沢東高校 0:20:29
2 5248 船木亜希子 ﾌﾅｷ ｱｷｺ 札幌市 　 0:21:26
3 5257 兼西笑美子 ｶﾈﾆｼ ｴﾐｺ 札幌市 　 0:21:50
4 5262 水島　郁子 ﾐｽﾞｼﾏ ｲｸｺ 登別市 　 0:22:13
5 5236 島田　陽子 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 札幌市 　 0:22:30
6 5201 玉井小百合 ﾀﾏｲ ｻﾕﾘ 白老町 　 0:22:32
7 5226 吉原　聖子 ﾖｼﾊﾗ ｾｲｺ 恵庭市 　 0:23:08
8 5247 奥田　琳花 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝｶ 苫小牧市 登別明日 0:23:50
9 5271 本間　千織 ﾎﾝﾏ ﾁｵﾘ 室蘭市 　 0:24:11

10 5243 横山　加奈子 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 苫小牧市 　 0:24:43
11 5241 盛合　里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 　 0:25:06
12 5249 福士　真菜 ﾌｸｼ ﾏﾅ 伊達市 　 0:25:15
13 5270 岡村　瑞穂 ｵｶﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 白老町 　 0:25:27
14 5234 吉岡　汐寧 ﾖﾘｵｶ ｼｵﾈ 札幌市 　 0:25:42
15 5207 倉狩　仁美 ｸﾗｶﾘ ﾋﾄﾐ 苫小牧市 　 0:25:52
16 5204 坂田　美和 ｻｶﾀ ﾐﾜ 札幌市 　 0:25:54
17 5260 福原　千尋 ﾌｸﾊﾗ ﾁﾋﾛ 苫小牧市 　 0:26:03
18 5240 盛合　君枝 ﾓﾘｱｲ ｷﾐｴ 苫小牧市 　 0:26:21
19 5268 山本ひとみ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 千歳市 　 0:26:28
20 5246 藤井奈美子 ﾌｼﾞｲ ﾅﾐｺ 室蘭市 　 0:26:35
21 5266 小野　　愛 ｵﾉ ｱｲ 登別市 　 0:27:04
22 5202 五十嵐文子 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐｺ 恵庭市 　 0:27:05
23 5219 谷口奈恵子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｴｺ 登別市 ＳＭＡＲＴ 0:27:12
24 5237 小川　真紀 ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 新篠津村 　 0:27:26
25 5203 川又　智子 ｶﾜﾏﾀ ﾄﾓｺ 室蘭市 　 0:27:29
26 5231 西岡　治美 ﾆｼｵｶ ﾊﾙﾐ 苫小牧市 Ｔ．ヤッサン家 0:27:52
27 5220 伊藤　麻理 ｲﾄｳ ﾏﾘ 札幌市 　 0:28:01
28 5261 大塩奈緒美 厚真町 　 0:28:02
29 5211 島津　幸子 ｼﾏﾂﾞ ｻﾁｺ 千歳市 　 0:28:04
30 5217 附田　麻美 ﾂｷﾀ ﾏﾐ 石狩市 道マラソンクラブ 0:28:04
31 5209 中野　久美 ﾅｶﾉ ｸﾐ 厚沢部町 函館走ろう会 0:28:18
32 5242 谷本　美香 ﾀﾆﾓﾄ ﾐｶ 沖縄県 　 0:28:26
33 5255 中條　聖穂 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｾｲﾗ 室蘭市 　 0:28:39
34 5229 光成　美里 ﾐﾂﾅﾘ ﾐｻﾄ 白老町 　 0:29:03
35 5216 愛澤真裕美 ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 室蘭市 　 0:29:13
36 5254 齊藤　由佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:29:15
37 5274 中山美奈子 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅｺ 札幌市 　 0:29:16
38 5212 細川絵里子 ﾎｿｶﾜ ｴﾘｺ 札幌市 エスマラソン部 0:29:23
39 5215 真野　弘子 ﾏﾉ ﾋﾛｺ 室蘭市 　 0:29:23
40 5239 菅原　秋穂 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾎ 浦河町 　 0:29:37
41 5227 木村　睦子 ｷﾑﾗ ﾑﾂｺ 岩見沢市 木村ファミリー 0:29:41
42 5222 鈴木　順子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 室蘭市 　 0:29:43
43 5213 中田　志子 ﾅｶﾀ ﾓﾄｺ 苫小牧市 　 0:29:59
44 5218 香西　恵子 ｺｳｻﾞｲ ｹｲｺ 札幌市 　 0:30:14
45 5208 本間　公江 ﾎﾝﾏ ｷﾐｴ 千歳市 　 0:30:38
46 5233 吉田さゆり ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 室蘭市 　 0:30:49
47 5265 宮田麻貴子 ﾐﾔﾀ ﾏｷｺ 東京都 　 0:30:54
48 5253 岸本　妃夏 ｷｼﾓﾄ ﾋﾅ 白老町 苫小牧西高校 0:31:01
49 5252 熊谷　真希 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｷ 新ひだか町　 0:31:09
50 5228 坂本恵莉沙 ｻｶﾓﾄ ｴﾘｻ 室蘭市 坂本家 0:31:21
51 5210 永田千佳栄 ﾅｶﾞﾀ ﾁｶｴ 伊達市 　 0:31:39
52 5225 石原加代子 ｲｼﾊﾗ ｶﾖｺ 札幌市 0:32:13
53 5258 鈴木　里枝 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 札幌市 　 0:32:27
54 5244 笹田　早希 ｻｻﾀﾞ ｻｷ 室蘭市 　 0:32:46
55 5230 安達　和子 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｺ 札幌市 西岡走遊会 0:33:08
56 5214 藤塚　直美 ﾌｼﾞﾂｶ ﾅｵﾐ 恵庭市 恵庭走友会 0:33:34
57 5267 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 登別市 　 0:33:41
58 5205 平野理恵子 ﾋﾗﾉ ﾘｴｺ 室蘭市 道マラソンクラブ 0:34:02
59 5223 久保真理子 ｸﾎﾞ ﾏﾘｺ 伊達市 　 0:34:09



60 5238 小笠原睦美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾑﾂﾐ 苫小牧市 痩隊でも食隊 0:34:14
61 5251 石山　典子 ｲｼﾔﾏ ﾉﾘｺ 登別市 　 0:34:26
62 5245 田鎖由希乃 ﾀｸｻﾘ ﾕｷﾉ 室蘭市 　 0:34:28
63 5224 吉田　容子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 白老町 白老走ろう会 0:34:57
64 5902 藤井　ゆき ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 北広島市 　 0:35:12
65 5277 安藤　郁子 札幌市 　 0:35:59
66 5272 白野　尚子 ｼﾗﾉ ﾅｵｺ 恵庭市 　 0:35:59
67 5250 伊藤和可子 ｲﾄｳ ﾜｶｺ 伊達市 　 0:37:28
68 5256 小松令以子 ｺﾏﾂ ﾚｲｺ 東京都 　 0:37:30
69 5275 鈴木　順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市 マレＲＣ 0:38:03
70 5276 水越さおり ﾐｽﾞｺｼ ｻｵﾘ 白老町 0:38:17
71 5221 内藤　尚代 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾖ 小樽市 　 0:38:56
72 5259 鈴木　慶子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 札幌市 　 0:39:16
73 5232 斉藤久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 新十津川町新十津川ＲＣ 0:40:58
74 5273 与田　美絵 ﾖﾀﾞ ﾐｴ 白老町 フロンティア 0:42:41


