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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 3260 高橋 剛 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 札幌市 0:38:39

2 3261 大竹 亮二 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｼﾞ 札幌市 0:40:17

3 3252 猪又 慎一 ｲﾉﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 札幌市 0:40:42

4 3238 長嶋 紘一 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 0:40:59

5 3248 白石 泰久 ｼﾗｲｼ ﾔｽﾋｻ 札幌市 0:41:32

6 3225 岸本 利一郎 ｷｼﾓﾄ ﾘｲﾁﾛｳ 札幌市 0:43:06

7 3237 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 千歳市 0:43:16

8 3235 児玉 幸司 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 登別市 0:43:34

9 3256 堀田 亮 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市 0:43:59

10 3239 小笠原 雅人 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾄ 江別市 0:44:12

11 3220 島野 啓志 ｼﾏﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:44:19

12 3212 野田 毅 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 0:45:57

13 3219 小谷 勝巳 ｺﾀﾆ ｶﾂﾐ 東川町 0:47:11

14 3231 大谷 貴浩 ｵｵﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:47:57

15 3250 児玉 敦 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 札幌市 0:48:09

16 3227 川森 毅 ｶﾜﾓﾘ ﾀｹｼ 札幌市 0:48:25

17 3242 廣田 哲也 ﾋﾛﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 0:48:28

18 3229 早田 匡介 ﾊﾔﾀ ｷｮｳｽｹ 旭川市 0:49:16

19 3230 戸田 敬二 ﾄﾀﾞ ｹｲｼﾞ 札幌市 0:49:19

20 3233 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 旭川市 0:51:00

21 3203 佐々木 真悟 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:51:10

22 3240 布施 豪 ﾌｾ ｺﾞｳ 札幌市 0:51:17

23 3228 小倉 義範 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 岩見沢市 0:52:05

24 3241 高木 大昌 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 札幌市 0:52:49

25 3255 高田 信之 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 0:53:08

26 3245 宮形 秀史 ﾐﾔｶﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 伊達市 0:54:53

27 3258 高橋 誠生 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ 美深町 0:55:02

28 3253 西村 亘示 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 0:56:11

29 3232 木村 誠 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 千歳市 0:57:05

30 3202 木村 順一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 0:57:29

31 3222 横山 真志 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｼ 札幌市 0:58:03

32 3214 加藤 和昭 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 音更町 0:58:15

33 3206 栗本 誠 ｸﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 札幌市 0:58:43

34 3223 千葉 健児 ﾁﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 旭川市 0:59:29

35 3234 海崎 政明 ｶｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:01:00

36 3218 山井 理史 ﾔﾏｲ ﾀﾀﾞｼ 北広島市 1:02:27

37 3213 小畠 良介 ｺﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 1:02:38

38 3209 成田 喜行 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾕｷ 札幌市 1:02:53

39 3207 伊藤 篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 札幌市 1:04:16

40 3259 小笠原 宏至 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 1:04:52

41 3251 池田 壮伸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 1:05:54

42 3208 松下 啓太 ﾏﾂｼﾀ ｹｲﾀ 札幌市 1:07:21

43 3224 三藤 秀樹 ﾐﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 1:08:13

44 3257 大島 淳二郎 ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 札幌市 1:12:01

45 3221 村田 浩介 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 札幌市 1:14:52

46 3210 澤田 吉信 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 1:24:53

47 3211 石田 昭人 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 札幌市 1:34:38
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