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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 3085 阿部 翔真 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 札幌市 0:36:12

2 3054 草島 誠 ｸｻｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 札幌市 0:37:06

3 3087 奥田 一真 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 札幌市 0:39:08

4 3078 戸原 大輔 ﾄﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 石狩市 0:39:25

5 3046 小林 展大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 小樽市 0:39:36

6 3012 加地 誠 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 0:40:23

7 3090 伊藤 歩夢 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 札幌市 0:41:18

8 3039 金塚 聡太 ｶﾅﾂﾞｶ ｿｳﾀ 札幌市 0:41:34

9 3077 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 0:41:52

10 3032 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 旭川市 0:41:59

11 3004 成田 壱 ﾅﾘﾀ ｲﾁ 函館市 0:43:29

12 3036 坂下 清貴 ｻｶｼﾀ ｷﾖﾀｶ 札幌市 0:43:31

13 3073 柳谷 圭祐 ﾔﾅｷﾞﾔ ｹｲｽｹ 八雲町 0:43:55

14 3006 五十嵐 羽矢斗 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾔﾄ 札幌市 0:44:30

15 3061 坂上 勝也 ｻｶｶﾞﾐ ｶﾂﾔ 札幌市 0:44:32

16 3074 千葉 貴寛 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:44:37

17 3082 小川 裕生 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 札幌市 0:45:18

18 3081 足立 昌俊 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 砂川市 0:45:32

19 3060 古川 洋一 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｲﾁ 厚真町 0:46:12

20 3015 西 竜之介 ﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 札幌市 0:46:36

21 3080 伊藤 重人 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾋﾄ 札幌市 0:46:43

22 3010 木村 郁夫 ｷﾑﾗ ｲｸｵ 札幌市 0:46:45

23 3094 大橋 紳之介 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ 札幌市 0:46:54

24 3037 北村 勇斗 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 旭川市 0:47:25

25 3019 平塚 達 ﾋﾗﾂｶ ﾄｵﾙ 札幌市 0:48:13

26 3093 砂金 徹 ｲｻｺﾞ ﾄｵﾙ 札幌市 0:48:22

27 3002 矢城 健太 ﾔｼﾛ ｹﾝﾀ 江別市 0:48:37

28 3022 村元 壱成 ﾑﾗﾓﾄ ｲｯｾｲ 札幌市 0:48:55

29 3068 明石 桂児 ｱｶｼ ｹｲｼﾞ 札幌市 0:49:00

30 3052 斉藤 宏輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 0:49:09

31 3049 松澤 仁志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 0:49:18

32 3075 田村 昭裕 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 札幌市 0:49:46

33 3050 鳴海 弘樹 ﾅﾙﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 0:50:20

34 3042 西村 将太郎 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 苫小牧市 0:50:32

35 3045 星野 力 ﾎｼﾉ ﾁｶﾗ 恵庭市 0:50:57

36 3033 佐原 将人 ｻﾊﾗ ﾏｻﾄ 函館市 0:51:04

37 3016 川村 拓 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸ 札幌市 0:51:07

38 3007 岡田 晴樹 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 札幌市 0:51:12

39 3008 臼井 友洋 ｳｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 0:52:04

40 3051 西 克矢 ﾆｼ ｶﾂﾔ 札幌市 0:52:29

41 3059 森本 剛史 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞｰ 札幌市 0:52:45

42 3091 井形 貴史 ｲｶﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 0:52:49

43 3096 汐川 大補 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:53:26

44 3020 杉本 篤郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂﾛｳ 札幌市 0:54:00

45 3047 藤原 匡志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 苫小牧市 0:54:18

46 3048 佐々木 和也 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 室蘭市 0:54:26

47 3023 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 札幌市 0:54:29

48 3053 橋本 卓 ﾊｼﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 札幌市 0:55:49

49 3027 井福 和臣 ｲﾌｸ ｶｽﾞｵﾐ 札幌市 0:56:16

50 3088 上岡 慎 ｳｴｵｶ ﾏｺﾄ 札幌市 0:57:14
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51 3057 小林 誉幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 札幌市 0:58:14

52 3024 飯嶋 翼 ｲｲｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 札幌市 0:58:24

53 3064 高橋 翔太 ﾔｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 札幌市 0:58:24

54 3058 橋本 大志 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｼ 帯広市 0:58:30

55 3017 塚田 恭平 ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 0:58:54

56 3055 川波 秀信 ｶﾜﾅﾐ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 0:59:07

57 3038 上原 崇志 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ 札幌市 1:00:18

58 3018 本多 椋 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 札幌市 1:00:50

59 3029 波戸崎 崇 ﾊﾄｻﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 1:00:51

60 3026 庄子 強 ｼｮｳｼﾞ ﾂﾖｼ 札幌市 1:01:35

61 3067 山本 敦史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 札幌市 1:02:06

62 3011 吉田 信友 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄﾓ 札幌市 1:02:50

63 3040 大塚 創太 ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 札幌市 1:03:17

64 3072 鳴海 雅毅 ﾅﾙﾐ ﾏｻｷ 札幌市 1:03:57

65 3095 谷井 隆 ﾀﾆｲ ﾀｶｼ 札幌市 1:04:22

66 3044 舛田 起要次 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市 1:04:39

67 3035 吉川 直哉 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾔ 札幌市 1:06:34

68 3063 西部 航太 ﾆｼﾍﾞ ｺｳﾀ 札幌市 1:06:52

69 3056 森本 翔平 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 室蘭市 1:10:49

70 3069 松前 翔太郎 ﾏﾂﾏｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 札幌市 1:11:55

71 3066 森川 雄大 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:11:56

72 3001 西浦 博 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 1:12:11

73 3028 和野 誠吾 ﾜﾉ ｾｲｺﾞ 札幌市 1:13:08

74 3041 國定 公彦 ｸﾆｻﾀﾞ ｷﾐﾋｺ 札幌市 1:20:40

75 3065 小島 亘亮 ｺｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 札幌市 1:35:10
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