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1 793 丸山 浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 2:56:53

2 861 柳澤 保志 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾔｽｼ 札幌市 2:57:11

3 864 赤井 圭二 ｱｶｲ ｹｲｼﾞ 沼田町 2:57:24

4 715 橡木 広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:57:44

5 801 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:03:05

6 907 中村 敦史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 札幌市 3:03:46

7 734 中野 健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 厚沢部町 3:04:42

8 852 青木 敬隆 ｱｵｷ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 3:05:46

9 879 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧市 3:06:49

10 819 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:08:14

11 713 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市 3:09:48

12 708 吉野 泰幸 ﾖｼﾉ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 3:10:00

13 902 小野沢 司 ｵﾉｻﾞﾜ ﾂｶｻ 札幌市 3:11:11

14 932 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 3:12:38

15 851 村山 保志人 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼﾄ 札幌市 3:14:37

16 846 今井 政徳 ｲﾏｲ ﾏｻﾉﾘ 名寄市 3:14:49

17 735 薬袋 孝宣 ﾐﾅｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 札幌市 3:14:55

18 788 石田 力 ｲｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 札幌市 3:16:18

19 820 四木 定宏 ｼｷﾞ ｻﾀﾞﾋﾛ 旭川市 3:17:26

20 806 鳥越 和人 ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞﾄ 標津町 3:17:41

21 847 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 恵庭市 3:17:46

22 722 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 3:18:27

23 871 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市 3:19:16

24 815 林 正次 ﾊﾔｼ ﾏｻｼﾞ 札幌市 3:20:52

25 779 紀 哲郎 ｷ ﾃﾂﾛｳ 岩内町 3:22:00

26 870 今井 裕毅 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 札幌市 3:22:49

27 854 杉村 保則 ｽｷﾞﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 七飯町 3:24:09

28 862 佐藤 佐武郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 登別市 3:25:01

29 757 武藤 森人 ﾑﾄｳ ｼｹﾞﾄ 札幌市 3:26:25

30 816 土田 泰史 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽｼ 音更町 3:26:33

31 717 山崎 浩貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 旭川市 3:26:46

32 841 米田 冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌市 3:26:56

33 901 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 札幌市 3:27:04

34 719 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:27:06

35 947 金子 弘樹 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 札幌市 3:27:53

36 896 青木 匡 ｱｵｷ ﾏｻｼ 札幌市 3:28:17

37 802 岡 政人 ｵｶ ﾏｻﾄ 札幌市 3:28:22

38 805 池上 啓一 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｲﾁ 札幌市 3:28:24

39 775 石垣 博美 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛﾐ 岩見沢市 3:28:44

40 838 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 札幌市 3:28:53

41 857 南澤 明宏 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:30:57

42 707 成田 歩 ﾅﾘﾀ ｱﾕﾑ 函館市 3:30:59

43 844 鈴木 広基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 江別市 3:33:10

44 876 八京 渡 ﾔｷｮｳ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:33:39

45 773 太田 義浩 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 3:33:56

46 834 刀根 貴史 ﾄﾈ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:34:07

47 785 橋場 教司 ﾊｼﾊﾞ ﾉﾘｼﾞ 札幌市 3:34:48

48 893 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 3:34:49

49 732 金山 禎久 ｶﾅﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 札幌市 3:36:12

50 770 山口 貴治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 石狩市 3:36:20
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51 833 岩間 直樹 ｲﾜﾏ ﾅｵｷ 江別市 3:36:37

52 922 高山 裕章 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 岩見沢市 3:38:14

53 943 辻口 芳広 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:38:28

54 701 木村 孝行 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 安平町 3:38:33

55 764 神山 一哉 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 札幌市 3:38:39

56 878 遠藤 和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 3:39:07

57 778 葛西 順一 ｶｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 3:39:09

58 724 藤原 茂法 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 北斗市 3:41:12

59 836 高道 久範 ﾀｶﾐﾁ ﾋｻﾉﾘ 札幌市 3:42:51

60 723 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 3:42:57

61 872 佐野 博之 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:43:19

62 919 小笠原 明 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 札幌市 3:43:56

63 945 神馬 雅樹 ｼﾞﾝﾊﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:44:02

64 730 渡部 裕幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:44:08

65 714 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 札幌市 3:44:17

66 869 藤川 朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 芽室町 3:45:44

67 711 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 3:46:38

68 829 嶋村 秀人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 江別市 3:47:42

69 741 細野 正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ 帯広市 3:47:49

70 812 大野 繁行 ｵｵﾉ ｼｹﾞﾕｷ 札幌市 3:48:53

71 749 宮崎 恭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 札幌市 3:49:00

72 920 青柳 孝寿 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｶﾋｻ 札幌市 3:49:21

73 784 満保 英博 ﾏﾝﾎﾟ ﾋﾃﾞﾋﾛ 札幌市 3:49:24

74 823 和田 雄二 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:51:27

75 868 近藤 敬司 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:51:53

76 739 宇部 昌博 ｳﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:52:55

77 849 中谷 喜啓 ﾅｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:53:26

78 769 杉本 功平 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 札幌市 3:54:03

79 850 道下 暢二 ﾐﾁｼﾀ ﾖｳｼﾞ 共和町 3:54:26

80 824 向原 強 ﾑｺｳﾊﾗ ﾂﾖｼ 北広島市 3:54:48

81 766 高倉 宏 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:55:16

82 855 青田 誠司 ｱｵﾀ ｾｲｼﾞ 北斗市 3:55:21

83 865 谷口 陽彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾋｺ 札幌市 3:56:16

84 776 鈴木 隆司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 3:56:25

85 705 山本 雄一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 苫小牧市 3:57:12

86 935 久保 善法 ｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ 東川町 3:57:51

87 706 福本 聖広 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:58:19

88 804 小端 弘稔 ｺﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄｼ 札幌市 3:58:32

89 866 岡 潤一 ｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 3:59:10

90 863 日高 孝次郎 ﾋﾀﾞｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 石狩市 3:59:13

91 912 石川 克己 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾐ 湧別町 4:00:00

92 795 斉藤 孝博 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:00:08

93 905 横田 勝美 ﾖｺﾀ ｶﾂﾐ 札幌市 4:00:57

94 933 磯貝 晃一 ｲｿｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 北広島市 4:01:05

95 807 中野 徹 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ 旭川市 4:05:00

96 900 小山 茂樹 ｺﾔﾏ ｼｹﾞｷ 札幌市 4:05:51

97 817 牧野 孝一 ﾏｷﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:05:58

98 797 五十嵐 仁樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾄｷ 滝川市 4:07:12

99 799 小倉 健三 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 4:08:01

100 781 塩谷 邦仁 ｼｵﾔ ｸﾆﾋﾄ 帯広市 4:08:42
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101 712 山田 昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:09:20

102 867 小椋 久徳 ｵｸﾞﾗ ﾋｻﾉﾘ 士別市 4:09:28

103 727 佐藤 靖典 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 4:10:25

104 827 原 啓二 ﾊﾗ ｹｲｼﾞ 名寄市 4:10:49

105 918 古川 清実 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾐ 旭川市 4:14:24

106 903 加納 敏隆 ｶﾉｳ ﾄｼﾀｶ 北広島市 4:16:12

107 899 橋本 憲庸 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾂﾈ 帯広市 4:16:45

108 839 伊藤 恭徳 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 千歳市 4:16:48

109 942 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 4:17:05

110 710 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 札幌市 4:19:00

111 825 川口 研二郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 旭川市 4:19:20

112 908 松下 由紀彦 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾋｺ 札幌市 4:19:28

113 923 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長万部町 4:19:31

114 782 長田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 旭川市 4:21:21

115 792 村瀬 義弘 ﾑﾗｾ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 4:21:45

116 702 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 4:21:46

117 831 浅沼 司 ｱｻﾇﾏ ﾂｶｻ 恵庭市 4:21:51

118 859 太田 将行 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 札幌市 4:23:22

119 927 井上 弘 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 札幌市 4:24:14

120 796 竹次 隆一 ﾀｹﾂｸﾞ ﾘｭｳｲﾁ 函館市 4:24:35

121 890 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 4:27:24

122 737 泉 浩運 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 伊達市 4:27:46

123 926 小島 明夫 ｵｼﾞﾏ ｱｷｵ 札幌市 4:28:15

124 891 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 札幌市 4:28:26

125 938 梅沢 和仁 ｳﾒｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 札幌市 4:29:07

126 808 伯谷 英明 ﾊｸﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 留萌市 4:29:11

127 928 木村 和哉 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 札幌市 4:29:13

128 752 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 小樽市 4:29:16

129 728 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 4:32:28

130 759 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 4:32:52

131 729 三木 浩一 ﾐｷ ｺｳｲﾁ 千葉県 4:33:11

132 885 柴野 隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 札幌市 4:33:18

133 860 大熊 洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:33:33

134 818 加藤 文隆 ｶﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 札幌市 4:33:34

135 765 手嶋 敏朗 ﾃｼﾏ ﾄｼｱｷ 札幌市 4:33:52

136 794 谷川 智幸 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 浦河町 4:34:10

137 731 大友 俊一 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝｲﾁ 帯広市 4:37:45

138 704 菊池 勉 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:38:24

139 848 松島 博 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 東京都 4:40:49

140 826 中村 雅貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 札幌市 4:42:09

141 898 楯石 和久 ﾀﾃｲｼ ｶｽﾞﾋｻ 札幌市 4:44:49

142 703 辻 隆 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 札幌市 4:45:32

143 906 高橋 義詔 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 遠軽町 4:46:11

144 929 椎原 大直 ｼｲﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 4:46:17

145 750 松崎 次郎 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞﾛｳ 江別市 4:46:34

146 786 馬場 貴明 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｱｷ 鹿追町 4:46:46

147 830 村山 桂己 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｷ 江別市 4:48:25

148 874 岩崎 英人 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 函館市 4:49:09

149 873 中村 秀人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 石狩市 4:49:38

150 740 笠嶋 力 ｶｻｼﾞﾏ ﾁｶﾗ 札幌市 4:50:06
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151 909 樋浦 瞬 ﾋｳﾗ ｼｭﾝ 札幌市 4:50:13

152 940 石崎 健治 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 岩見沢市 4:51:12

153 821 宮永 政弘 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:51:50

154 842 佐藤 弘己 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 千歳市 4:55:59

155 814 池端 英昭 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 石狩市 4:56:22

156 789 齋藤 秀雄 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 札幌市 4:57:11

157 934 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:59:05

158 917 光野 章仁 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾄ 札幌市 5:00:09

159 716 鈴木 勝司 ｽｽﾞｷ ｶﾂｼﾞ 江別市 5:00:50

160 777 小野寺 洋之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:00:58

161 856 三好 孝志 ﾐﾖｼ ﾀｶｼ 愛媛県 5:02:46

162 897 外部 誓夫 ｿﾄﾍﾞ ﾁｶｵ 札幌市 5:02:56

163 889 長谷川 亮二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 札幌市 5:03:41

164 910 松本 聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 札幌市 5:04:41

165 758 飛田 政昭 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻｱｷ 札幌市 5:08:01

166 837 石原 尚之 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 札幌市 5:08:33

167 924 釜形 徹生 ｶﾏｶﾞﾀ ﾃﾂｵ 札幌市 5:10:57

168 884 水上 貴晴 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾊﾙ 札幌市 5:13:22

169 798 小畑 永彦 ｵﾊﾞﾀ ｴｲﾋｺ 札幌市 5:14:29

170 913 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 札幌市 5:15:45

171 925 松崎 潔 ﾏﾂｻﾞｷ ｷﾖｼ 札幌市 5:16:23

172 803 蠣崎 旭 ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ 石狩市 5:16:48

173 875 林 洋之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:17:22

174 822 菊地 隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 江差町 5:17:38

175 746 矢持 達也 ﾔﾓﾁ ﾀﾂﾔ 江別市 5:17:46

176 760 藤井 俊禎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾀﾀﾞ 美唄市 5:19:58

177 916 細谷 明弘 ﾎｿﾔ ｱｷﾋﾛ 旭川市 5:21:10

178 771 荻 博行 ｵｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:27:38

179 763 五十嵐 純夫 ｲｶﾞﾗｼ ｽﾐｵ 札幌市 5:30:05

180 742 三上 哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 札幌市 5:38:43

181 921 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 余市町 6:07:19

182 840 番匠 直基 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾅｵｷ 千歳市 6:41:37
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