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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

1 905 金田 一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 3:08:58

2 945 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 千歳市 3:09:54

3 942 新谷 英史 ｼﾝﾔ ﾋﾃﾞﾌﾐ 札幌市 3:25:53

4 965 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 3:28:02

5 930 宮﨑 俊彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 札幌市 3:39:18

6 952 伊藤 寿志 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 札幌市 3:40:51

7 903 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 苫小牧市 3:50:02

8 918 宮澤 慶太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 札幌市 3:53:47

9 941 福岡 研三 ﾌｸｵｶ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 3:56:00

10 921 登石 守 ﾄｲｼ ﾏﾓﾙ 札幌市 3:56:06

11 932 等々力 順祐 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾖﾘｽｹ 札幌市 3:56:26

12 906 大山 実 ｵｵﾔﾏ ﾐﾉﾙ 当別町 3:56:49

13 967 阿部 一則 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 滝川市 3:58:10

14 955 勘林 秀紀 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:59:21

15 908 土田 隆 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 4:06:23

16 935 角田 晃 ｶｸﾀ ｱｷﾗ 札幌市 4:08:04

17 960 野呂 定寛 ﾉﾛ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市 4:08:29

18 953 野上 伸 ﾉｶﾞﾐ ｼﾝ 大分県 4:09:16

19 927 笹森 信明 ｻｻﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 北広島市 4:12:09

20 912 木曽 誠二 ｷｿ ｾｲｼﾞ 岩見沢市 4:13:53

21 946 真屋 政彦 ﾏﾔ ﾏｻﾋｺ 札幌市 4:17:05

22 962 土屋 俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 4:17:59

23 939 鈴木 章彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 札幌市 4:21:24

24 949 関本 修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ 旭川市 4:25:49

25 963 菅原 要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 札幌市 4:26:19

26 923 桑原 修 ｸﾜﾊﾗ ｵｻﾑ 札幌市 4:29:07

27 937 私市 和俊 ｷｻｲﾁ ｶｽﾞﾄｼ 札幌市 4:29:33

28 951 加藤 和明 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 江別市 4:34:48

29 934 齊藤 卓雄 ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 札幌市 4:35:36

30 909 岩倉 昭彦 ｲﾜｸﾗ ｱｷﾋｺ 札幌市 4:35:38

31 971 島袋 勝実 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶﾂﾐ 栃木県 4:38:04

32 968 関口 峰樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾈｷ 増毛町 4:40:11

33 928 大野 光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 札幌市 4:41:35

34 950 栗山 恵二 ｸﾘﾔﾏ ｹｲｼﾞ 札幌市 4:45:03

35 929 長井 秀憲 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 4:45:44

36 940 山口 繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 4:46:05

37 901 牧野 幸雄 ﾏｷﾉ ﾕｷｵ 由仁町 4:47:58

38 954 田中 行雄 ﾀﾅｶ ﾕｷｵ 東京都 4:49:54

39 959 三澤 英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広島市 4:51:25

40 920 兼古 晃一 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:51:36

41 917 雁原 良範 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 北斗市 4:53:50

42 924 那珂 仁 ﾅｶ ﾋﾄｼ 札幌市 4:54:58

43 916 三好 哲司 ﾐﾖｼ ﾃﾂｼﾞ 札幌市 5:01:49

44 964 髙橋 敏一 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 石狩市 5:02:00

45 907 宮田 武雄 ﾐﾔ ﾀｹｵ 旭川市 5:02:00

46 910 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 札幌市 5:04:14

47 925 古根 高 ﾌﾙﾈ ﾀｶｼ 札幌市 5:06:02

48 904 渋谷 純一 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 5:07:11

49 914 青木 憲一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ 札幌市 5:08:31

50 956 西見 寿博 ﾆｼﾐ ﾄｼﾋﾛ 栗山町 5:19:34
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51 969 渡辺 治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 札幌市 5:29:05

52 972 松本 昌樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｷ 札幌市 5:38:19

53 948 可香谷 淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 恵庭市 5:39:16

54 966 加藤 孝明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 札幌市 5:40:24

55 975 久保田 亨 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ 函館市 5:42:54

56 915 佐々木 昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 札幌市 5:45:34
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