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1 738 中野 健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 厚沢部町 2:59:12

2 750 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:01:37

3 743 金子 大作 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｻｸ 札幌市 3:05:01

4 634 柳澤 保志 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾔｽｼ 札幌市 3:06:27

5 796 南澤 明宏 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:09:26

6 810 沢田 博 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 3:09:44

7 778 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 3:09:54

8 809 古内 一 ﾌﾙｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 3:09:59

9 686 瀧本 理修 ﾀｷﾓﾄ ﾘｼｭｳ 札幌市 3:11:22

10 683 吉野 泰幸 ﾖｼﾉ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 3:11:50

11 722 土赤 能史 ﾂﾁｱｶ ﾀｶｼ 北見市 3:12:54

12 613 土田 泰史 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽｼ 音更町 3:14:48

13 769 今井 政徳 ｲﾏｲ ﾏｻﾉﾘ 名寄市 3:15:46

14 775 大櫛 隆行 ｵｵｸｼ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:16:07

15 770 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市 3:18:07

16 652 吉田 磨仁 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ 札幌市 3:18:57

17 792 石田 力 ｲｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 札幌市 3:19:38

18 698 渡部 裕幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:19:41

19 635 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 3:22:06

20 744 松浦 均 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄｼ 八雲町 3:22:17

21 771 鳥越 和人 ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞﾄ 標津町 3:22:52

22 706 西尾 英樹 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:23:38

23 776 村山 保志人 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼﾄ 札幌市 3:24:22

24 618 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:25:24

25 668 石渡 勝也 ｲｼﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ 札幌市 3:28:38

26 732 山口 貴治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 石狩市 3:29:09

27 811 金子 弘樹 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 札幌市 3:29:10

28 763 根津 克行 ﾈｽﾞ ｶﾂﾕｷ 札幌市 3:29:29

29 781 鈴木 隆司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 3:29:30

30 779 島津 一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 千歳市 3:31:14

31 753 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ 札幌市 3:31:25

32 805 皆川 晋一 ﾐﾅｶﾜ ｼﾝｲﾁ 札幌市 3:32:06

33 733 庄野 泰弘 ｼｮｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:32:17

34 736 刀根 貴史 ﾄﾈ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:33:22

35 790 鈴木 広基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 江別市 3:34:04

36 700 紀 哲郎 ｷ ﾃﾂﾛｳ 岩内町 3:35:02

37 723 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 札幌市 3:35:37

38 725 阿部 喜栄治 ｱﾍﾞ ｷｴｼﾞ 北見市 3:37:42

39 808 村上 洋太 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳﾀ 札幌市 3:39:04

40 726 小林 浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 登別市 3:39:06

41 734 神社 正人 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾏｻﾄ 札幌市 3:39:16

42 794 三澤 寿豊 ﾐｻﾜ ﾄｼﾄﾖ 札幌市 3:39:46

43 785 満保 英博 ﾏﾝﾎﾟ ﾋﾃﾞﾋﾛ 札幌市 3:41:43

44 703 天下 義幸 ｱﾏｼﾀ ﾖｼﾕｷ 札幌市 3:42:56

45 695 斎藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 札幌市 3:43:12

46 633 花輪 光修 ﾊﾅﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 妹背牛町 3:43:16

47 611 近藤 敬司 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:44:06

48 787 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 3:45:34

49 654 下堀 亨 ｼﾓﾎﾘ ﾄｵﾙ 札幌市 3:46:52

50 602 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 3:47:08
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51 783 細田 勧 ﾎｿﾀﾞ ｹﾝ 小樽市 3:49:32

52 746 四木 定宏 ｼｷﾞ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市 3:49:44

53 662 佐藤 敦紀 ｻﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 札幌市 3:51:55

54 749 佐藤 学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 3:52:07

55 685 水間 剛 ﾐｽﾞﾏ ﾂﾖｼ 名寄市 3:52:30

56 727 中谷 喜啓 ﾅｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:52:41

57 671 鈴木 昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:52:52

58 748 大庭 秀昭 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 3:53:13

59 754 奥寺 毅 ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 札幌市 3:53:22

60 789 太田 義浩 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 3:53:24

61 731 菅原 正樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 札幌市 3:53:40

62 620 大坪 雅史 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻｼ 函館市 3:54:03

63 709 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 札幌市 3:54:25

64 605 杉本 功平 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 札幌市 3:54:31

65 650 杉本 照雄 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙｵ 札幌市 3:54:34

66 607 北森 眞治 ｷﾀﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 3:54:57

67 677 朝倉 弘純 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｽﾞﾐ 千歳市 3:55:00

68 663 木村 英俊 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 札幌市 3:55:19

69 617 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 札幌市 3:56:29

70 606 宮崎 恭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 札幌市 3:56:39

71 636 若松 悟 ﾜｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 石狩市 3:57:07

72 655 中野 和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 札幌市 3:57:11

73 647 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 3:57:26

74 627 高野 篤 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 札幌市 3:57:32

75 729 藤川 朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 芽室町 3:57:44

76 745 鈴木 信 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 札幌市 3:58:10

77 680 五十嵐 清人 ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾄ 札幌市 3:58:11

78 697 山本 厚 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 旭川市 3:58:30

79 780 竹島 均 ﾀｹｼﾏ ﾋﾄｼ 江別市 4:00:24

80 687 武藤 森人 ﾑﾄｳ ｼｹﾞﾄ 札幌市 4:01:19

81 616 伯谷 英明 ﾊｸﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 留萌市 4:02:53

82 735 佐々木 明 ｻｻｷ ｱｷﾗ 札幌市 4:04:44

83 659 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 4:05:22

84 644 伊藤 考志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 恵庭市 4:05:48

85 758 飯原 康広 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 広島県 4:06:23

86 747 小端 弘稔 ｺﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄｼ 札幌市 4:06:30

87 767 小倉 秀樹 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:06:44

88 678 柴野 隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 札幌市 4:08:22

89 721 西亦 隆 ﾆｼﾏﾀ ﾀｶｼ 札幌市 4:08:35

90 719 岩崎 敦志 ｲﾜｻｷ ｱﾂｼ 札幌市 4:09:45

91 724 浅沼 司 ｱｻﾇﾏ ﾂｶｻ 恵庭市 4:10:06

92 801 布施 修一 ﾌｾ ｼｭｳｲﾁ 札幌市 4:10:37

93 759 太田 将行 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 札幌市 4:10:38

94 621 福本 聖広 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:11:29

95 740 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 4:11:55

96 626 牧野 孝一 ﾏｷﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:12:21

97 739 水引 隆史 ﾐｽﾞﾋｷ ﾀｶｼ 札幌市 4:12:23

98 638 南部 敏和 ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｶｽﾞ 札幌市 4:12:25

99 651 川村 卓司 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 札幌市 4:12:44

100 667 水野 禎一 ﾐｽﾞﾉ ﾃｲｲﾁ 札幌市 4:15:24
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101 612 三木 浩一 ﾐｷ ｺｳｲﾁ 東京都 4:15:32

102 803 水野 実 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾉﾙ 札幌市 4:15:42

103 813 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 札幌市 4:17:00

104 610 坂下 政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 幕別町 4:17:39

105 717 長田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 旭川市 4:18:20

106 704 中野 徹 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ 旭川市 4:18:32

107 637 齊藤 千秋 ｻｲﾄｳ ﾁｱｷ 帯広市 4:18:58

108 639 星 美智雄 ﾎｼ ﾐﾁｵ 旭川市 4:19:37

109 656 花井 将美 ﾊﾅｲ ﾏｻﾐ 札幌市 4:20:09

110 604 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 4:20:19

111 661 熊谷 孝一 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:21:50

112 715 吉岡 敏之 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:22:09

113 676 加藤 文隆 ｶﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 札幌市 4:22:23

114 742 竹次 隆一 ﾀｹﾂｸﾞ ﾘｭｳｲﾁ 函館市 4:22:48

115 681 橋本 憲庸 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾂﾈ 帯広市 4:23:04

116 713 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 小樽市 4:26:55

117 708 長瀬 眞央 ﾅｶﾞｾ ﾏｵ 札幌市 4:26:58

118 764 内村 俊二 ｳﾁﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ 喜茂別町 4:28:11

119 645 競 真人 ｷｿｳ ﾏｻﾄ 札幌市 4:29:12

120 788 伊藤 聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 芦別市 4:29:20

121 714 古田 鉄也 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 4:31:02

122 693 古田 都彦 ﾌﾙﾀ ｸﾆﾋｺ 苫小牧市 4:31:56

123 688 山下 教之 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾋﾃﾞ 札幌市 4:32:52

124 689 花下 哲 ﾊﾅｼﾀ ｻﾄｼ 札幌市 4:33:58

125 799 三城 吉且 ﾐｼﾛ ﾖｼｶﾂ 札幌市 4:33:59

126 795 小笠原 康一郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾔｽｲﾁﾛｳ 江別市 4:34:49

127 711 垣野 匡 ｶｷﾉ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 4:35:18

128 802 五十嵐 徹 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 札幌市 4:36:22

129 777 伊藤 弘己 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 札幌市 4:38:45

130 672 吉野 雅人 ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ 斜里町 4:38:55

131 675 石崎 健治 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 岩見沢市 4:43:10

132 648 光野 章仁 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾄ 札幌市 4:43:37

133 751 飯土用 繁男 ｲｲﾄﾞﾖ ｼｹﾞｵ 旭川市 4:44:31

134 641 溝江 一志 ﾐｿﾞｴ ﾋﾄｼ 石狩市 4:45:01

135 629 辻 隆 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 札幌市 4:45:22

136 684 宮本 邦彦 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 札幌市 4:45:37

137 658 髙橋 寿法 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾉﾘ 札幌市 4:48:07

138 609 芳原 雅之 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 札幌市 4:48:12

139 791 吉川 友二 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 足寄町 4:49:55

140 702 増田 直嗣 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 札幌市 4:51:30

141 603 山田 昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:52:10

142 710 椿原 匠 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾀｸﾐ 岩見沢市 4:53:31

143 762 小林 牧人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷﾄ 幕別町 4:54:05

144 665 大塚 英幸 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 北広島市 4:55:44

145 784 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:56:20

146 623 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:56:52

147 760 三上 哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 札幌市 5:03:08

148 772 杉原 博幸 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:06:15

149 682 山下 光弘 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 5:07:35

150 670 小野寺 洋之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:11:08
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151 812 品川 浩司 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 大阪府 5:13:42

152 707 菊地 隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 滝川市 5:18:26

153 793 挽地 俊哉 ﾋｷﾁ ﾄｼﾔ 札幌市 5:19:59

154 669 池端 英昭 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 石狩市 5:20:24

155 757 岡田 浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 江別市 5:28:01

156 768 春木 雅人 ﾊﾙｷ ﾏｻﾋﾄ 札幌市 5:29:42

157 741 福永 哲史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾃﾂｼ 苫小牧市 5:30:31

158 699 西尾 努 ﾆｼｵ ﾂﾄﾑ 札幌市 5:31:57

159 765 荻 博行 ｵｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:35:31

160 630 青木 一彦 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 旭川市 5:37:47

161 696 井山 大豊 ｲﾔﾏ ﾀｲﾎｳ 札幌市 5:43:43
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