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1 127 長井 和樹 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:41:22

2 3 梶原 亮 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 札幌市 2:46:45

3 193 三原 佑太 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀ 札幌市 2:49:20

4 110 新岡 秀斗 ﾆｲｵｶ ｼｭｳﾄ 美幌町 2:49:30

5 92 岩井 宏晃 ｲﾜｲ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:52:29

6 86 菊地 康介 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 札幌市 2:53:25

7 59 山根 司 ﾔﾏﾈ ﾂｶｻ 札幌市 2:55:03

8 152 山下 望 ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 沼田町 2:56:25

9 95 坂田 温史 ｻｶﾀ ｱﾂｼ 札幌市 2:57:09

10 89 杉山 直也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵﾔ 留萌市 2:57:26

11 52 近藤 雅由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 旭川市 2:57:51

12 121 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:57:52

13 247 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌市 2:58:15

14 57 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 札幌市 3:00:44

15 227 渡邊 伸祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 小樽市 3:02:35

16 169 上原 時人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄｷﾄ 上富良野町 3:03:32

17 181 吉川 真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 3:06:23

18 156 藤井 力 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ 札幌市 3:07:11

19 43 松本 大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 札幌市 3:07:56

20 126 喜多 タカヨシ ｷﾀ ﾀｶﾖｼ 留萌市 3:07:57

21 197 栗本 悠平 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 札幌市 3:09:10

22 6 上野 浩 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 3:09:22

23 158 堀 仁志 ﾎﾘ ﾏｻｼ 千歳市 3:09:32

24 125 小畑 暢 ｵﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 白老町 3:09:34

25 204 下山 博 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛｼ 夕張市 3:09:34

26 222 大久保 健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 3:09:40

27 221 森 和基 ﾓﾘ ｶｽﾞｷ 旭川市 3:10:08

28 185 大辻 真平 ｵｵﾂｼﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 新ひだか町 3:10:50

29 118 亀水 豪 ｶﾒｽｲ ｺﾞｳ 札幌市 3:10:55

30 228 西島 伸太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:12:21

31 111 橋 亮介 ﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:12:44

32 196 郷家 丈史 ｺﾞｳｹ ﾀｹｼ 浦河町 3:14:30

33 2 平山 純 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 札幌市 3:15:30

34 159 小松 涼也 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾔ 札幌市 3:16:50

35 115 池田 健太 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 3:16:57

36 144 曽根 鉄矢 ｿﾈ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:17:18

37 104 堀 和雅 ﾎﾘ ｶｽﾞﾏｻ 札幌市 3:17:30

38 51 近藤 昌平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 岩見沢市 3:18:14

39 243 平澤 康之 ﾋﾗｻﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市 3:18:27

40 1 倉野 健人 ｸﾗﾉ ｹﾝﾄ 札幌市 3:19:17

41 202 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 3:19:29

42 13 松山 恭樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｼｹﾞ 札幌市 3:19:43

43 212 川村 雄一郎 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 3:21:31

44 217 上薗 亮達 ｶﾐｿﾞﾉ ｱｷﾐﾁ 札幌市 3:23:00

45 25 田頭 理 ﾀｶﾞｼﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:24:25

46 106 今 浩哉 ｺﾝ ﾋﾛﾔ 札幌市 3:24:42

47 236 渡辺 祐樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 札幌市 3:24:47

48 195 伊丸岡 貴哉 ｲﾏﾙｵｶ ﾀｶﾔ 岩見沢市 3:24:55

49 55 福島 武雄 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｵ 日高町 3:25:26

50 167 横内 俊亮 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:26:08
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51 143 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 北見市 3:26:34

52 77 川本 玄 ｶﾜﾓﾄ ｹﾞﾝ 札幌市 3:26:39

53 253 高橋 英如 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 旭川市 3:26:53

54 34 鈴木 魁斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 埼玉県 3:27:02

55 142 斉藤 学 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 3:27:05

56 135 岡崎 浩之 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 伊達市 3:27:18

57 173 鈴木 康太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 3:27:36

58 194 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌市 3:27:48

59 138 北上 善朗 ｷﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾛｳ 小樽市 3:28:05

60 242 小林 大暉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 札幌市 3:28:29

61 254 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 北見市 3:28:30

62 175 高桑 雅弘 ﾀｶｸﾜ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:28:35

63 207 尾崎 太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 佐呂間町 3:28:52

64 131 狩野 陽介 ｶﾉ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:29:46

65 241 池松 俊哉 ｲｹﾏﾂ ﾄｼﾔ 札幌市 3:30:56

66 83 今村 悟 ｲﾏﾑﾗ ｻﾄﾙ 北広島市 3:32:41

67 140 毛利 広野 ﾓｳﾘ ﾋﾛﾉ 札幌市 3:33:01

68 4 熊島 一樹 ｸﾏｼﾏ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:33:18

69 96 柳谷 圭祐 ﾔﾅｷﾞﾔ ｹｲｽｹ 八雲町 3:33:26

70 229 東原 光亮 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 札幌市 3:33:59

71 214 菅原 浩二 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:34:01

72 171 蝦名 創 ｴﾋﾞﾅ ｿｳ 名寄市 3:35:10

73 211 片山 巧 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 札幌市 3:35:37

74 8 三田 健太郎 ﾐﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:37:43

75 145 杉山 飛馬 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｭｳﾏ 札幌市 3:38:27

76 130 加藤 優介 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:38:46

77 255 平鍋 悠 ﾋﾗﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 名寄市 3:40:10

78 225 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 3:41:05

79 45 冨澤 雅志 ﾄﾐｻﾜ ﾏｻｼ 札幌市 3:42:21

80 219 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 恵庭市 3:42:49

81 114 上岡 春文 ｶﾐｵｶ ﾊﾙﾌﾐ 札幌市 3:43:07

82 244 栗山 勇樹 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 札幌市 3:43:45

83 250 松永 満 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾙ 札幌市 3:44:20

84 240 阿部 翔真 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 札幌市 3:45:02

85 88 荒井 浩文 ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ 小樽市 3:45:37

86 102 寶田 将希 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:46:54

87 155 齋藤 歴 ｻｲﾄｳ ﾚｷ 札幌市 3:47:07

88 98 高須賀 啓孝 ﾀｶｽｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 3:47:15

89 75 中川 孝生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 当別町 3:48:20

90 66 中原 拓也 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 足寄町 3:48:30

91 53 伊藤 将宣 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 3:49:02

92 21 金田 恭兵 ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 3:49:14

93 187 長嶺 慶明 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼｱｷ 伊達市 3:49:30

94 256 草地 優介 ｸｻﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:49:38

95 137 木川 宗久 ｷｶﾜ ﾉﾘﾋｻ 札幌市 3:51:08

96 177 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 3:51:32

97 32 岩間 健喜 ｲﾜﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 北広島市 3:53:36

98 72 熊谷 健吾 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 八雲町 3:54:31

99 163 中島 慎也 ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ 札幌市 3:55:24

100 154 中島 康成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 札幌市 3:55:36
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101 97 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 札幌市 3:56:33

102 134 可香谷 賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 札幌市 3:56:37

103 93 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 札幌市 3:56:42

104 14 下山 修平 ｼﾓﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 札幌市 3:57:25

105 246 峯岸 広貴 ﾐﾈｷﾞｼ ｺｳｷ 札幌市 3:57:44

106 24 八巻 琢磨 ﾔﾏｷ ﾀｸﾏ 中富良野町 3:58:02

107 237 青柳 望 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾉｿﾞﾑ 札幌市 3:59:03

108 107 冨永 尚伯 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋｻﾉﾘ 札幌市 3:59:04

109 133 中島 晋 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝ 札幌市 3:59:09

110 49 大石 尊久 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋｻ 名寄市 4:01:59

111 257 吉永 浩一 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 4:02:02

112 85 高橋 英章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 4:03:11

113 27 佐藤 謙介 ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 小樽市 4:05:31

114 40 佐々木 拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 札幌市 4:10:19

115 12 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ 秋田県 4:11:00

116 176 中田 浩紀 ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 4:11:03

117 124 藤谷 直輝 ﾌｼﾞﾔ ﾅｵｷ 登別市 4:12:08

118 74 笹森 徹 ｻｻﾓﾘ ﾄｵﾙ 札幌市 4:12:26

119 245 梁川 和也 ﾔﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 札幌市 4:13:40

120 79 松原 琢磨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 札幌市 4:13:50

121 148 宮内 祐輔 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 4:14:00

122 84 西田 祐介 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 札幌市 4:14:33

123 54 高岡 誠 ﾀｶｵｶ ﾏｺﾄ 札幌市 4:14:58

124 136 夏見 浩志郎 ﾅﾂﾐ ｺｳｼﾛｳ 室蘭市 4:16:36

125 161 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:17:23

126 226 石岡 陸帆 ｲｼｵｶ ﾀｶﾎ 石狩市 4:18:15

127 68 森 康文 ﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ 札幌市 4:21:39

128 178 岡村 英貴 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 恵庭市 4:24:23

129 206 久保 智紀 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 4:24:27

130 160 祐川 剛志 ｽｹｶﾜ ﾂﾖｼ 北見市 4:24:49

131 162 志部谷 浩司 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:26:24

132 239 吉村 信一 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 新ひだか町 4:26:47

133 141 平館 竜 ﾋﾗﾀﾞﾃ ﾘｭｳ 札幌市 4:29:05

134 5 矢嶋 泰啓 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 4:29:17

135 132 高橋 尚大 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 4:29:20

136 183 サトウ カズアキ ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 岩見沢市 4:29:21

137 113 大塲 祥平 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 札幌市 4:29:22

138 205 久保 典人 ｸﾎﾞ ﾉﾘﾄ 札幌市 4:30:25

139 184 長澤 孝充 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾐﾂ 札幌市 4:31:59

140 26 高岡 大智 ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ 長沼町 4:32:20

141 33 櫻井 健吾 ｻｸﾗｲ ｹﾝｺﾞ 伊達市 4:32:29

142 112 髙橋 宏卓 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀｸ 札幌市 4:32:32

143 199 白石 森生 ｼﾗｲｼ ﾓﾘｵ 札幌市 4:32:58

144 147 加藤 真史 ｶﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 札幌市 4:33:33

145 252 近藤 秀光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ 札幌市 4:33:34

146 149 大山 紀彦 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘﾋｺ 江別市 4:33:39

147 179 沢内 佑也 ｻﾜｳﾁ ﾕｳﾔ 札幌市 4:34:17

148 11 佐藤 慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 余市町 4:35:44

149 153 木村 誠悟 ｷﾑﾗ ｾｲｺﾞ 札幌市 4:35:47

150 105 朝井 芳樹 ｱｻｲ ﾖｼｷ 札幌市 4:36:19
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151 116 金井 貞治 ｶﾅｲ ｻﾀﾞﾊﾙ 東京都 4:36:20

152 64 北嶋 崇之 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:36:50

153 31 中塚 章浩 ﾅｶﾂｶ ｱｷﾋﾛ 札幌市 4:36:56

154 28 原島 慎吾 ﾊﾗｼﾏ ｼﾝｺﾞ 札幌市 4:37:18

155 248 堀口 恭弘 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 4:40:42

156 109 原 省吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 4:41:13

157 15 工藤 鉄也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 苫小牧市 4:41:28

158 23 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千歳市 4:41:56

159 17 佐野 貴大 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:43:08

160 238 高松 洋一 ﾀｶﾏﾂ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:44:17

161 139 藤下 直樹 ﾌｼﾞｼﾀ ﾅｵｷ 札幌市 4:45:29

162 120 小野 豊明 ｵﾉ ﾄﾖｱｷ 札幌市 4:46:13

163 37 丹羽 亮太 ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ 札幌市 4:47:04

164 30 加嶋 慎也 ｶｼﾏ ｼﾝﾔ 札幌市 4:49:00

165 165 本谷 歩 ﾓﾄﾔ ｱﾕﾑ 札幌市 4:50:36

166 249 前原 邦彦 ﾏｴﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 帯広市 4:54:12

167 41 青木 孝之 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:56:16

168 157 松下 英史 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 札幌市 4:56:24

169 182 安藤 翔 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ 岩見沢市 4:56:37

170 164 杉本 郁弥 ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾔ 札幌市 4:58:52

171 101 山崎 明信 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ 札幌市 4:59:04

172 170 田代 誠 ﾀｼﾛ ﾏｺﾄ 札幌市 4:59:33

173 203 若林 つとむ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 札幌市 5:00:12

174 200 藤川 裕 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳ 札幌市 5:02:03

175 103 加葉田 圭介 ｶﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 札幌市 5:04:38

176 122 青山 重行 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ 札幌市 5:09:23

177 251 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:09:53

178 36 新輪 剛 ﾆﾜ ﾂﾖｼ 札幌市 5:11:27

179 216 窪田 倫久 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾁﾋｻ 札幌市 5:14:23

180 180 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 札幌市 5:16:06

181 47 小林 和裕 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 5:16:32

182 69 二瓶 康輔 ﾆﾍｲ ｺｳｽｹ 札幌市 5:18:23

183 235 渡辺 俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 岩見沢市 5:19:06

184 29 飯泉 直邦 ｲｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｸﾆ 茨城県 5:19:33

185 70 高橋 洋平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 札幌市 5:20:02

186 215 保村 啓太 ﾔｽﾑﾗ ｹｲﾀ 札幌市 5:22:57

187 223 飯塚 祐己 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 札幌市 5:23:34

188 209 中村 嵩 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 札幌市 5:24:01

189 201 小島 凌央 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 札幌市 5:25:30

190 220 加藤 泰行 ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ 札幌市 5:25:30

191 44 坂本 龍彦 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 札幌市 5:26:53

192 76 汐川 大補 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 5:32:35

193 10 岡崎 克洋 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 函館市 5:36:08

194 65 西内 大悟 ﾆｼｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 札幌市 5:40:14

195 174 渡邉 貴博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 5:45:05

196 46 及川 勇樹 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 千歳市 5:47:21

197 168 末永 潤 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝ 札幌市 5:47:37

198 166 荒岡 裕 ｱﾗｵｶ ﾕｳ 札幌市 5:50:41

199 129 葛西 幸樹 ｶｻｲ ｺｳｷ 青森県 5:52:18

200 213 白川 栄祐 ｼﾗｶﾜ ｴｲｽｹ 岩見沢市 5:53:58

2018年11月3日
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201 7 榎並 将太 ｴﾅﾐ ｼｮｳﾀ 札幌市 5:56:17

202 146 古川 喬雄 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｵ 札幌市 5:56:26
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