
1 5225 柴田　美幸 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ 千歳市 　 0:20:41

2 5209 野田　楓華  ﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 月形町 岩見沢東高校 0:21:12

3 5223 吉原　聖子 ﾖｼﾊﾗ ｾｲｺ 恵庭市 　 0:23:30

4 5271 岸本　寛美 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 室蘭市 でんちゃん 0:24:03

5 5264 平田あゆみ ﾋﾗﾀ ｱﾕﾐ 千歳市 いいちこ 0:24:29

6 5268 吉田　恭子 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｺ 札幌市 0:24:30

7 5208 川副　恵実 ｶﾜｿﾞｴ ｴﾐ 恵庭市 ななとひまり 0:24:50

8 5204 大崎　美和 ｵｵｻｷ ﾐﾜ 千歳市 0:25:09

9 5245 中野　真菜 ﾅｶﾉ ﾏﾅ 室蘭市 　 0:25:18

10 5260 横山加奈子 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 苫小牧市 苫小牧市 0:25:20

11 5212 砂子間昭美 ｽﾅｺﾏ ｱｷﾐ 七飯町 函館走ろう会 0:25:26

12 5202 五十嵐文子 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐｺ 恵庭市 0:25:57

13 5233 倉狩　仁美 ｸﾗｶﾘ ﾋﾄﾐ 苫小牧市　　　　　　　　 0:26:30

14 5227 盛合　里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 　 0:26:36

15 5211 谷口奈恵子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｴｺ 登別市 ＳＭＡＲＴ 0:26:42

16 5217 山上　祐子 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ 恵庭市 　 0:26:43

17 5201 網谷　美雪 ｱﾐﾔ ﾐﾕｷ 札幌市 ピコ族 0:26:50

18 5210 中野　久美 ﾅｶﾉ ｸﾐ 厚沢部町 函館走ろう会 0:28:16

19 5207 石﨑　和子 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 恵庭市 恵庭走友会 0:28:29

20 5246 中野　　令 ﾅｶﾉ ﾚｲ 室蘭市 　 0:28:39

21 5237 高石　麻美 ﾀｶｲｼ ｱｻﾐ 苫小牧市 0:28:46

22 5262 川又　智子 ｶﾜﾏﾀ ﾄﾓｺ 室蘭市 　 0:29:00

23 5275 大塩奈緒美 ｵｵｼｵ ﾅｵﾐ 苫小牧市 　 0:29:11

24 5266 齊藤　由佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 苫小牧市 SS連合少年団 0:29:12

25 5252 水澤美由貴 ﾐｽﾞｻﾜ ﾐﾕｷ 室蘭市 でんちゃん 0:29:19

26 5219 藤澤　愛美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ 函館市 　 0:29:23

27 5269 谷本　美香 ﾀﾆﾓﾄ ﾐｶ 室蘭市 0:29:53

28 5254 小野　　愛 ｵﾉ ｱｲ 登別市 0:30:12

29 5229 竹中志穂子 ﾀｹﾅｶ ｼﾎｺ 室蘭市 　 0:30:18

30 5273 皆川　宏子 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 登別市 　 0:30:21

31 5250 宮田麻貴子 ﾐﾔﾀ ﾏｷｺ 東京都 　 0:30:23

32 5901 笹田　早希 ｻｻﾀﾞ ｻｷ 室蘭市 0:30:38

33 5240 香西　恵子 ｺｳｻﾞｲ ｹｲｺ 札幌市 0:31:01

34 5221 吉田　容子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 白老町 白老走ろう会 0:31:05

35 5238 高石　淳子 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 苫小牧市 0:31:06

36 5213 岩倉　美香 ｲﾜｸﾗ ﾐｶ 伊達市 　 0:31:08

37 5215 中島　友香 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｶ 室蘭市 　 0:31:15
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38 5206 平塚　理子 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾁｺ 登別市 0:31:16

39 5234 青木亜祐子 ｱｵｷ ｱﾕｺ 千歳市 0:31:27

40 5249 寺内　美香 ﾃﾗｳﾁ ﾐｶ 東京都 　 0:31:32

41 5224 佐藤　亜紀 ｻﾄｳ ｱｷ 室蘭市 　 0:31:57

42 5274 竹田　光江 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂｴ 苫小牧市 　 0:31:57

43 5265 細川絵里子 ﾎｿｶﾜ ｴﾘｺ 札幌市 エスマラソン部 0:32:06

44 5256 西田　陽子 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｺ 室蘭市　　　　　 0:32:19

45 5270 細井ひろみ ﾎｿｲ ﾋﾛﾐ 札幌市 0:32:22

46 5272 古川小百合 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕﾘ 苫小牧市 　 0:32:35

47 5263 三上　千穂 ﾐｶﾐ ﾁﾎ 函館市 函東33RC 0:32:40

48 5251 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 室蘭市 　 0:32:55

49 5247 小松　千紘 ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 東京都 　 0:33:02

50 5231 金澤　知絵 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴ 新潟市 　 0:33:03

51 5230 斎藤留美子 ｻｲﾄｳ ﾙﾐｺ 江別市 　 0:33:05

52 5220 安達　和子 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｺ 札幌市 西岡走遊会 0:33:23

53 5214 藤塚　直美 ﾌｼﾞﾂｶ ﾅｵﾐ 恵庭市 恵庭走友会 0:33:48

54 5218 関根　萌日 ｾｷﾈ ﾓｴｶ 恵庭市 　 0:34:32

55 5203 平野理恵子 ﾋﾗﾉ ﾘｴｺ 札幌市 道マラソンクラブ 0:34:35

56 5222 山下　啓子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 苫小牧市 　 0:34:36

57 5242 石井紗也佳 ｲｼｲ ｻﾔｶ 恵庭市 0:34:55

58 5243 小笠原里美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾄﾐ 札幌市 0:34:55

59 5235 池田　加奈 ｲｹﾀﾞ ｶﾅ 千歳市 0:35:11

60 5236 藤井　美子 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｺ 千歳市 0:35:51

61 5232 斎藤寿美子 ｻｲﾄｳ ｽﾐｺ 旭川市 グレイシャ旭川 0:36:50

62 5216 内藤　尚代 ﾅｲﾄｳ ﾋｻﾖ 小樽市 　 0:40:58

63 5248 加藤真奈美 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 埼玉県 　 0:42:20


