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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 1040 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 千歳市 3:08:43

2 1036 森 孝二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 釧路市 3:14:56

3 1077 斉藤 敏美 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐ 清里町 3:14:57

4 1051 柳 寛史 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 3:19:20

5 1009 金田 一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 3:19:44

6 1078 山家 秀正 ﾔﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 倶知安町 3:23:31

7 1011 植村 徹 ｳｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 3:28:38

8 1048 阿部 喜栄治 ｱﾍﾞ ｷｴｼﾞ 北見市 3:29:50

9 1028 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 3:31:20

10 1050 笹森 信明 ｻｻﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 北広島市 3:32:47

11 1004 佐藤 敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 札幌市 3:38:00

12 1041 伊藤 寿志 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 札幌市 3:38:33

13 1087 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 苫小牧市 3:39:30

14 1075 白川 春雄 ｼﾗｶﾜ ﾊﾙｵ 札幌市 3:41:57

15 1002 阿部 一則 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 滝川市 3:47:44

16 1086 福岡 研三 ﾌｸｵｶ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 3:51:02

17 1044 野呂 定寛 ﾉﾛ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市 3:54:43

18 1059 登石 守 ﾄｲｼ ﾏﾓﾙ 札幌市 3:56:27

19 1016 東 明世 ｱｽﾞﾏ ｱｷﾖ 札幌市 3:57:29

20 1005 私市 和俊 ｷｻｲﾁ ｶｽﾞﾄｼ 札幌市 3:57:52

21 1032 石川 隆夫 ｲｼｶﾜ ﾀｶｵ 札幌市 3:58:24

22 1038 土田 隆 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 4:09:57

23 1014 岸田 幸也 ｷｼﾀﾞ ﾕｷﾔ 滝川市 4:12:16

24 1031 木曽 誠二 ｷｿ ｾｲｼﾞ 岩見沢市 4:13:08

25 1089 大鐘 秀峰 ｵｵｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｵ 札幌市 4:13:53

26 1029 関本 修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ 旭川市 4:15:14

27 1049 大山 実 ｵｵﾔﾏ ﾐﾉﾙ 当別町 4:15:23

28 1064 石山 正志 ｲｼﾔﾏ ﾏｻｼ 登別市 4:17:33

29 1021 穴田 有一 ｱﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 江別市 4:19:27

30 1001 大沢 利美 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾐ 札幌市 4:19:56

31 1057 安藤 正孝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 札幌市 4:22:03

32 1037 齊藤 卓雄 ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 札幌市 4:22:30

33 1026 加藤 和明 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 江別市 4:25:50

34 1085 菅原 要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 札幌市 4:27:15

35 1065 山下 和行 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 4:27:55

36 1060 垣野 匡 ｶｷﾉ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 4:30:35

37 1074 等々力 順祐 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾖﾘｽｹ 札幌市 4:31:22

38 1070 宮部 雅幸 ﾐﾔﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 札幌市 4:33:10

39 1039 長井 秀憲 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 4:37:33

40 1072 花下 哲 ﾊﾅｼﾀ ｻﾄｼ 札幌市 4:39:24

41 1076 服部 直樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 札幌市 4:40:18

42 1007 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 札幌市 4:42:41

43 1027 後藤 眞 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 札幌市 4:43:42

44 1067 和田 哲之 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ 函館市 4:44:25

45 1020 大野 光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 札幌市 4:44:50

46 1053 野崎 祐司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:45:23

47 1079 角田 晃 ｶｸﾀ ｱｷﾗ 札幌市 4:45:27

48 1052 土屋 俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 4:46:03

49 1084 上岡 司郎 ｶﾐｵｶ ｼﾛｳ 江別市 4:46:23

50 1069 関口 峰樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾈｷ 増毛町 4:52:00
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51 1083 田中 千春 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 札幌市 4:54:24

52 1024 渋谷 純一 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:55:42

53 1066 三澤 英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広島市 4:56:16

54 1045 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:56:57

55 1080 木村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 札幌市 4:58:05

56 1012 真壁 悦夫 ﾏｶﾍﾞ ｴﾂｵ 日高町 5:01:43

57 1055 池田 光良 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 北広島市 5:03:00

58 1015 兼古 晃一 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ 札幌市 5:03:02

59 1010 宮田 武雄 ﾐﾔ ﾀｹｵ 旭川市 5:09:31

60 1033 坂本 隆 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 青森県 5:13:03

61 1018 山本 裕之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:13:40

62 1030 山口 繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 5:14:36

63 1061 加藤 孝明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 札幌市 5:14:48

64 1023 池浦 隆 ｲｹｳﾗ ﾀｶｼ 札幌市 5:18:57

65 1046 保村 啓二 ﾔｽﾑﾗ ｹｲｼﾞ 札幌市 5:22:57

66 1006 野村 芳光 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 苫小牧市 5:27:23

67 1056 髙橋 敏一 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 石狩市 5:28:01

68 1082 伊藤 俊之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 名寄市 5:36:59

69 1047 青木 一郎 ｱｵｷ ｲﾁﾛｳ 大阪府 5:38:01

70 1035 渡辺 治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 札幌市 5:51:33

71 1042 可香谷 淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 恵庭市 5:56:02

72 1017 岩谷 佳昭 ｲﾜﾔ ﾖｼｱｷ 小樽市 6:04:55
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