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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 3334 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 札幌市 0:36:25

2 3335 大宮 一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市 0:36:34

3 3304 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 0:37:24

4 3331 林 正次 ﾊﾔｼ ﾏｻｼﾞ 札幌市 0:39:31

5 3356 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌市 0:39:42

6 3328 梅津 忠司 ｳﾒﾂ ﾀﾀﾞｼ 恵庭市 0:40:22

7 3351 遠藤 和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 0:41:43

8 3321 井上 宜久 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ 東京都 0:42:45

9 3352 小原 茂則 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 名寄市 0:44:10

10 3346 石塚 浩一 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 江別市 0:44:31

11 3323 桑畠 星行 ｸﾜﾊﾀ ﾎｼﾕｷ 旭川市 0:44:39

12 3354 村野 慎一 ﾑﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 名寄市 0:46:18

13 3311 横尾 隆 ﾖｺｵ ﾀｶｼ 江別市 0:46:49

14 3348 香川 順 ｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 札幌市 0:46:51

15 3306 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 0:46:54

16 3322 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩見沢市 0:47:18

17 3327 国柄 幸広 ｸﾆﾂｶ ﾕｷﾋﾛ 札幌市 0:49:40

18 3320 片山 晴康 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾔｽ 札幌市 0:50:45

19 3338 島田 卓 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ 札幌市 0:51:11

20 3357 橋本 真二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 江別市 0:51:50

21 3303 生方 誠司 ｳﾌﾞｶﾀ ｾｲｼﾞ 東京都 0:52:01

22 3358 佐藤 史彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 恵庭市 0:52:51

23 3301 谷岡 勇市郎 ﾀﾆｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 0:52:52

24 3309 田中 義夫 ﾀﾅｶ ﾖｼｵ 旭川市 0:53:10

25 3317 二木 隆夫 ﾆｷ ﾀｶｵ 札幌市 0:53:36

26 3337 茶木 良 ﾁｬｷ ﾘｮｳ 小樽市 0:54:19

27 3329 佐藤 肇 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 室蘭市 0:55:01

28 3333 今井 司 ｲﾏｲ ﾂｶｻ 清水町 0:55:52

29 3330 天野 浩明 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:56:53

30 3307 伊藤 才二 ｲﾄｳ ｻｲｼﾞ 札幌市 0:57:03

31 3315 井上 貴弘 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:59:04

32 3343 木村 慶樹 ｷﾑﾗ ｹｲｷ 札幌市 1:00:14

33 3319 ハーディング ベンジャミン ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾆｾｺ町 1:00:21

34 3342 川部 和也 ｶﾜﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 恵庭市 1:00:38

35 3325 下村 太郎 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾛｳ 苫小牧市 1:01:22

36 3353 青沼 幸司 ｱｵﾇﾏ ｺｳｼﾞ 旭川市 1:01:44

37 3341 外部 誓夫 ｿﾄﾍﾞ ﾁｶｵ 札幌市 1:02:43

38 3349 山口 敬三 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｿﾞｳ 北広島市 1:03:44

39 3345 日影 恒次 ﾋｶｹﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:03:51

40 3344 今井 博之 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 1:04:23

41 3350 向井 伸彦 ﾑｶｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 札幌市 1:04:59

42 3312 亀山 敏 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄｼ 札幌市 1:06:45

43 3332 大江 浩人 ｵｵｴ ﾋﾛﾄ 札幌市 1:10:59

44 3313 石本 義行 ｲｼﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 美深町 1:14:38
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