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1 224 瀬尾 豪 ｾｵ ｽｸﾞﾙ 旭川市 2:47:04

2 157 花井 志朗 ﾊﾅｲ ｼﾛｳ 札幌市 2:47:34

3 219 長井 和樹 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:49:34

4 178 冨居 泰臣 ﾄﾐｲ ﾔｽｵﾐ 札幌市 2:52:31

5 37 岩井 宏晃 ｲﾜｲ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:55:20

6 148 坂口 裕紀 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 札幌市 2:55:47

7 205 金子 康幸 ｶﾈｺ ﾔｽﾕｷ 余市町 2:56:37

8 25 星野 豊 ﾎｼﾉ ﾕﾀｶ 札幌市 2:57:15

9 206 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 室蘭市 2:58:59

10 170 谷口 直人 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 札幌市 2:59:09

11 79 橋 亮介 ﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:03:27

12 222 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌市 3:04:00

13 141 菅原 英治 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 滝川市 3:05:49

14 194 吉川 真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 3:08:04

15 95 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:08:16

16 140 武田 真太郎 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:08:21

17 115 高野 良樹 ﾀｶﾉ ﾖｼｷ 札幌市 3:08:52

18 4 寒河江 正明 ｻｶﾞｴ ﾏｻｱｷ 標茶町 3:08:56

19 135 中島 智博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小樽市 3:09:00

20 168 田口 雄介 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:09:27

21 188 上坂 拓己 ｳｴｻｶ ﾀｸﾐ 鷹栖町 3:09:31

22 36 加藤 拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 函館市 3:10:06

23 116 岡田 晴貴 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 旭川市 3:12:36

24 33 松山 恭樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｼｹﾞ 札幌市 3:14:02

25 2 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ 札幌市 3:20:52

26 185 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ 苫小牧市 3:26:34

27 166 川本 玄 ｶﾜﾓﾄ ｹﾞﾝ 札幌市 3:27:21

28 18 三浦 逸斗 ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ 青森県 3:27:48

29 92 今村 悟 ｲﾏﾑﾗ ｻﾄﾙ 札幌市 3:27:58

30 58 丸山 泰弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:28:30

31 11 木所 鉄兵 ｷﾄﾞｺﾛ ﾃｯﾍﾟｲ 札幌市 3:28:47

32 228 和田 紘徳 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 3:28:54

33 156 横内 俊亮 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:29:17

34 119 若林 秀人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 静岡県 3:30:11

35 174 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 札幌市 3:33:08

36 126 平野 敬純 ﾋﾗﾉ ﾀｶｽﾞﾐ 札幌市 3:33:44

37 14 波多野 聖人 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾄ 広島県 3:33:56

38 98 新谷 研人 ｼﾝﾔ ｹﾝﾄ 札幌市 3:34:29

39 182 福重 智也 ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾔ 宮城県 3:35:39

40 163 水野 大樹 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 札幌市 3:36:13

41 1 倉野 健人 ｸﾗﾉ ｹﾝﾄ 札幌市 3:36:43

42 54 大場 真治 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 札幌市 3:36:59

43 229 笠井 崇史 ｶｻｲ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:37:01

44 139 山崎 誠司 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ 苫小牧市 3:37:13

45 162 斉藤 真仁 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 留萌市 3:37:27

46 121 荒井 浩文 ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ 小樽市 3:37:39

47 176 藤森 雅人 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ 札幌市 3:37:48

48 142 松尾 英将 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾏｻ 旭川市 3:38:04

49 9 近藤 昌平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 岩見沢市 3:39:13

50 19 塚原 洋 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:39:21
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51 72 富名腰 拓 ﾌﾅｺｼ ﾀｸ 留萌市 3:40:20

52 13 田頭 理 ﾀｶﾞｼﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:42:13

53 100 下川 優介 ｼﾓｶﾜ ﾕｳｽｹ 北広島市 3:43:01

54 75 松本 大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 札幌市 3:43:33

55 55 森本 真弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:44:00

56 208 中村 亮平 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 東川町 3:45:13

57 105 佐々木 辰也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 苫小牧市 3:45:25

58 80 丹内 晋平 ﾀﾝﾅｲ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 3:46:23

59 167 井出 昌志 ｲﾃﾞ ﾏｻｼ 旭川市 3:47:47

60 203 小塩 大輔 ｵｼｵ ﾀﾞｲｽｹ 浜頓別町 3:47:52

61 61 三田 健太郎 ﾐﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:48:59

62 177 田村 哲朗 ﾀﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:49:21

63 215 重元 守 ｼｹﾞﾓﾄ ﾏﾓﾙ 旭川市 3:49:36

64 189 水野 慎也 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾔ 札幌市 3:49:42

65 153 小林 恭平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 3:49:52

66 108 奥山 尚登 ｵｸﾔﾏ ﾅｵﾄ 北広島市 3:50:22

67 10 吉村 侑士 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 伊達市 3:50:35

68 201 杉山 飛馬 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｭｳﾏ 札幌市 3:53:45

69 137 藤谷 直輝 ﾌｼﾞﾔ ﾅｵｷ 登別市 3:54:10

70 101 荒木 優之介 ｱﾗｷ ﾕｳﾉｽｹ 恵庭市 3:54:20

71 172 千葉 裕貴 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ 札幌市 3:54:50

72 136 坂本 裕樹 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 南幌町 3:56:57

73 97 阿部 陽樹 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ 猿払村 3:57:26

74 31 小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 千歳市 3:57:52

75 209 長嶺 慶明 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼｱｷ 伊達市 3:58:07

76 73 植田 孝介 ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 3:58:13

77 159 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 3:58:41

78 45 阿部 正徳 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 北広島市 3:58:45

79 112 高岡 誠 ﾀｶｵｶ ﾏｺﾄ 札幌市 3:59:18

80 198 中尾 新穂 ﾅｶｵ ｼﾝｽｲ 札幌市 3:59:42

81 181 堤 秀人 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞﾄ 共和町 4:00:01

82 218 千葉 大輝 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 岩見沢市 4:04:49

83 225 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:06:22

84 28 大石 尊久 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋｻ 名寄市 4:06:36

85 147 畑田 正宏 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 安平町 4:07:01

86 187 可香谷 賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 札幌市 4:07:53

87 63 一村 昌浩 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:08:58

88 15 江澤 芳基 ｴｻﾞﾜ ﾖｼｷ 三笠市 4:09:35

89 129 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 4:09:52

90 123 佐々木 大智 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 札幌市 4:11:02

91 62 仁尾 一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 苫小牧市 4:11:07

92 204 木川 宗久 ｷｶﾜ ﾉﾘﾋｻ 札幌市 4:11:48

93 42 山崎 仁也 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝﾔ 札幌市 4:12:14

94 221 竹薮 番 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾊﾞﾝ 札幌市 4:13:04

95 50 阪 光平 ｻｶ ｺｳﾍｲ 長沼町 4:14:10

96 200 笹尾 祐介 ｻｻｵ ﾕｳｽｹ 江別市 4:15:59

97 66 三浦 祐太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 札幌市 4:17:26

98 51 鎌田 聡 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 洞爺湖町 4:18:04

99 70 戸来 広明 ﾄﾗｲ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:20:08

100 128 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千歳市 4:20:39
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101 21 宇野 文人 ｳﾉ ﾌﾐﾄ 札幌市 4:20:51

102 76 竹内 進 ﾀｹｳﾁ ｽｽﾑ 札幌市 4:21:25

103 12 齋藤 歴 ｻｲﾄｳ ﾚｷ 札幌市 4:21:26

104 179 三輪 修一郎 ﾐﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 4:25:03

105 71 Ａｌａｍ Ｂａｄｒｕｌ ｱﾗﾑ ﾊﾞﾄﾞﾗﾙ 幌延町 4:25:09

106 144 湊元 政揮 ﾐﾅﾓﾄ ﾏｻｷ 室蘭市 4:25:31

107 216 本谷 歩 ﾓﾄﾔ ｱﾕﾑ 札幌市 4:25:37

108 152 満保 裕太 ﾏﾝﾎﾞ ﾕｳﾀ 札幌市 4:26:34

109 214 眞田 光一郎 ｻﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 4:26:34

110 20 高木 一茂 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 旭川市 4:26:50

111 41 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 苫小牧市 4:27:22

112 130 加藤 豪 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 音更町 4:29:42

113 190 福島 武雄 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｵ 日高町 4:30:44

114 150 森 明彦 ﾓﾘ ｱｷﾋｺ 札幌市 4:32:25

115 124 宮腰 大樹 ﾐﾔｺｼ ﾀﾞｲｷ 札幌市 4:33:05

116 199 柏木 仁 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾄｼ 旭川市 4:33:34

117 52 松原 琢磨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 札幌市 4:33:46

118 127 橋本 耕太 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ 安平町 4:34:02

119 44 國原 和真 ｸﾆﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ 札幌市 4:35:18

120 173 小林 周平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 札幌市 4:35:46

121 145 宮原 健太 ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝﾀ 小清水町 4:38:01

122 93 村田 将崇 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾀｶ 苫小牧市 4:42:39

123 87 窪田 倫久 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾁﾋｻ 札幌市 4:42:40

124 85 村上 雄一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 苫小牧市 4:44:59

125 17 多田 俊幸 ﾀﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:45:43

126 220 青木 孝之 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:47:04

127 210 宇野 佑太 ｳﾉ ﾕｳﾀ 札幌市 4:47:05

128 143 菅野 智也 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 札幌市 4:47:26

129 38 浦添 圭司 ｳﾗｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 伊達市 4:48:15

130 110 佐々木 帆真 ｻｻｷ ﾎﾏ 札幌市 4:48:58

131 77 佐藤 康平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 札幌市 4:50:08

132 197 太田 浩二 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭川市 4:52:11

133 40 佐藤 皓治 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:52:36

134 186 川合 宏典 ｶﾜｲ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 4:53:03

135 212 井上 拓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 当別町 4:53:28

136 193 水野 浩道 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐﾁ 札幌市 4:54:23

137 120 鈴木 啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 札幌市 4:55:41

138 39 渋谷 俊彦 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾋｺ 江別市 4:56:13

139 91 岩谷 和磨 ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 札幌市 4:56:31

140 56 坂爪 洋介 ｻｶﾂﾞﾒ ﾖｳｽｹ 喜茂別町 4:57:40

141 192 岩間 健喜 ｲﾜﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 北広島市 5:01:46

142 180 岡村 英貴 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 恵庭市 5:05:03

143 26 清田 純洋 ｷﾖﾀ ｽﾐﾋﾛ 札幌市 5:05:50

144 223 長谷川 佳太 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 札幌市 5:08:53

145 164 昇 克幸 ﾉﾎﾞﾘ ｶﾂﾕｷ 札幌市 5:10:56

146 195 古川 喬雄 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｵ 札幌市 5:13:34

147 175 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 5:16:27

148 81 木村 一開 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾗ 札幌市 5:18:08

149 132 磯部 秀樹 ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 5:24:51

150 49 坂田 真吾 ｻｶﾀ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:26:49
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151 47 原島 慎吾 ﾊﾗｼﾏ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:28:28

152 48 若林 つとむ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 札幌市 5:30:50

153 227 山本 恭祐 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 札幌市 5:31:47

154 7 小林 知弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 5:32:46

155 83 髙橋 潤平 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 滝川市 5:34:21

156 29 江端 郁弥 ｴﾊﾞﾀ ﾌﾐﾔ 札幌市 5:36:03

157 27 越前谷 貴彦 ｴﾁｾﾞﾝﾔ ﾀｶﾋｺ 札幌市 5:36:03

158 146 佐々木 渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 余市町 5:38:43

159 35 金澤 寿治 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ 札幌市 5:39:20

160 154 成田 岳斗 ﾅﾘﾀ ﾔﾏﾄ 札幌市 5:39:22

161 53 中村 茂樹 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 札幌市 5:39:50

162 183 今 拓也 ｺﾝ ﾀｸﾔ 札幌市 5:39:56

163 59 岡崎 克洋 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 函館市 5:41:06

164 24 武田 大士 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 苫小牧市 5:43:29

165 3 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 5:45:24

166 207 広瀬 奨 ﾋﾛｾ ｼｮｳ 当別町 5:50:38

167 226 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 旭川市 5:50:39

168 230 吉井 宏孝 ﾖｼｲ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 5:52:51

169 231 阿部 渉 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ 名寄市 5:59:20
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