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1 3059 上田 颯介 ｳｴﾀﾞ ｿｳｽｹ 札幌市 0:32:53

2 3062 青戸 信介 ｱｵﾄ ｼﾝｽｹ 恵庭市 0:33:28

3 3113 佐々木 悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 千歳市 0:33:37

4 3123 瀬尾 豪 ｾｵ ｽｸﾞﾙ 旭川市 0:34:18

5 3031 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 様似町 0:35:03

6 3079 川端 大介 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 滝川市 0:35:07

7 3120 松村 雄輔 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 0:35:13

8 3051 荒川 凱 ｱﾗｶﾜ ｶﾞｲ 札幌市 0:35:15

9 3040 柏原 暢仁 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 0:35:58

10 3037 戸田 敦也 ﾄﾀﾞ ｱﾂﾔ 札幌市 0:36:38

11 3032 草島 誠 ｸｻｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 札幌市 0:36:48

12 3119 西沼 貴典 ﾆｼﾇﾏ ﾀｶﾉﾘ 千歳市 0:36:55

13 3078 米内山 拓士 ﾖﾅｲﾔﾏ ﾋﾛｼ 滝川市 0:36:57

14 3044 関戸 槙彦 ｾｷﾄ ﾏｷﾋｺ 札幌市 0:37:01

15 3005 青木 彦太 ｱｵｷ ｹﾞﾝﾀ 札幌市 0:37:07

16 3094 溝江 敦樹 ﾐｿﾞｴ ｱﾂｷ 札幌市 0:37:24

17 3125 杉村 豪太 ｽｷﾞﾑﾗ ｺﾞｳﾀ 苫小牧市 0:37:34

18 3085 中島 亮 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 名寄市 0:37:58

19 3074 髙橋 賢司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市 0:38:28

20 3057 戸原 大輔 ﾄﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 石狩市 0:38:59

21 3036 武川 泰幸 ﾑｶﾜ ﾔｽﾕｷ 更別村 0:39:15

22 3004 金子 靖典 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 0:39:33

23 3045 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 0:39:44

24 3081 宇野 虎志 ｳﾉ ﾀｹｼ 札幌市 0:39:58

25 3002 成田 壱 ﾅﾘﾀ ｲﾁ 函館市 0:41:12

26 3121 高橋 一史 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾌﾐ 江別市 0:41:19

27 3030 市山 啓太 ｲﾁﾔﾏ ｹｲﾀ 札幌市 0:41:22

28 3099 小川 裕生 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 札幌市 0:41:44

29 3089 小松 央児 ｺﾏﾂ ｵｳｼﾞ 札幌市 0:41:49

30 3035 藤村 一也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 札幌市 0:41:58

31 3019 松本 大河 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 札幌市 0:42:10

32 3043 肥田野 郁夫 ﾋﾀﾞﾉ ｲｸｵ 札幌市 0:42:16

33 3060 城田 智宏 ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 0:42:26

34 3087 正木 幸作 ﾏｻｷ ｺｳｻｸ 兵庫県 0:42:48

35 3058 富樫 陸 ﾄｶﾞｼ ﾘｸ 札幌市 0:43:04

36 3026 宇恵野 佑樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 小樽市 0:43:12

37 3095 今村 裕昭 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:43:22

38 3018 内田 健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 0:43:45

39 3129 鵜坂 喜和 ｳｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 0:43:50

40 3098 才木 俊定 ｻｲｷ ﾄｼｻﾀﾞ 札幌市 0:44:42

41 3084 小川 大輔 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 0:44:54

42 3008 吉村 侑士 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 伊達市 0:45:04

43 3052 川島 源徒 ｶﾜｼﾏ ｹﾞﾝﾄ 札幌市 0:45:10

44 3088 森田 達仁 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾋﾄ 札幌市 0:45:21

45 3050 仲 崇太郎 ﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ 札幌市 0:45:27

46 3073 八木 隆太郎 ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 札幌市 0:45:31

47 3009 米澤 有瑠太 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾙﾀ 札幌市 0:45:45

48 3126 桜庭 孝平 ｻｸﾗﾊﾞ ｺｳﾍｲ 札幌市 0:45:48

49 3108 川合 宏典 ｶﾜｲ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 0:46:11

50 3097 大友 耀平 ｵｵﾄﾓ ﾖｳﾍｲ 江別市 0:46:21
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51 3105 安田 好徳 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 0:46:39

52 3082 佐々木 信人 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 室蘭市 0:46:39

53 3080 斉藤 宏輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 0:46:49

54 3086 安田 拡史 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 0:47:24

55 3003 鳴海 弘樹 ﾅﾙﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 0:47:26

56 3007 勝沼 晃平 ｶﾂﾇﾏ ｺｳﾍｲ 札幌市 0:47:44

57 3114 尾崎 智康 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 札幌市 0:47:47

58 3029 吉村 佳介 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 札幌市 0:48:09

59 3090 大石 広土 ｵｵｲｼ ﾋﾛｸﾆ 札幌市 0:48:17

60 3049 篠崎 雄太 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 室蘭市 0:48:33

61 3053 岡部 洋 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 0:49:06

62 3017 山中 晴喜 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ 釧路市 0:49:34

63 3116 本庄 俊輔 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭﾝｽｹ 寿都町 0:49:39

64 3021 森本 剛史 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞｰ 札幌市 0:49:44

65 3066 佐々木 英之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 0:49:48

66 3067 矢城 健太 ﾔｼﾛ ｹﾝﾀ 江別市 0:50:22

67 3110 後藤 大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 江別市 0:50:35

68 3093 水口 太喜 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｲｷ 札幌市 0:50:53

69 3075 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:51:13

70 3101 橋本 弦 ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝ 札幌市 0:51:18

71 3061 倉澤 佳央 ｸﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 0:51:32

72 3077 松本 一馬 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 北広島市 0:51:33

73 3047 青木 浩祐 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 札幌市 0:51:49

74 3104 小原 悠太 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 札幌市 0:51:53

75 3023 蝦名 和広 ｴﾋﾞﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 0:52:14

76 3038 渋谷 俊彦 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾋｺ 江別市 0:52:40

77 3014 前田 智之 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 0:53:29

78 3115 三平 寛樹 ﾐﾋﾗ ﾋﾛｷ 恵庭市 0:54:05

79 3048 湯之上 航 ﾕﾉｳｴ ﾜﾀﾙ 札幌市 0:54:10

80 3096 前田 明 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 0:54:11

81 3001 竹中 達哉 ﾀｹﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 0:54:51

82 3041 佐藤 祐平 ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ 千歳市 0:56:23

83 3070 佐藤 崇力 ｻﾄｳ ﾀｶﾖｼ 寿都町 0:56:26

84 3076 甲賀 博哲 ｺｳｶﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 0:57:03

85 3042 佐藤 雅俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 江別市 0:57:11

86 3111 青木 憲吾 ｱｵｷ ｹﾝｺﾞ 江別市 0:57:25

87 3046 服部 恭教 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 0:57:47

88 3128 舛森 周 ﾏｽﾓﾘ ｼｭｳ 札幌市 0:57:54

89 3124 野中 康伸 ﾉﾅｶ ﾔｽﾉﾌﾞ 札幌市 0:58:24

90 3109 田邉 義晃 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 江別市 0:58:25

91 3103 中條 洋介 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾖｳｽｹ 山形県 0:58:28

92 3010 中垣 肇 ﾅｶｶﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 0:58:42

93 3020 山下 啓太 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾀ 南幌町 0:59:09

94 3063 坂口 誠 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 札幌市 1:00:18

95 3072 西殿 直貴 ﾆｼﾄﾞﾉ ﾅｵｷ 札幌市 1:00:45

96 3015 高橋 知矢 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 札幌市 1:01:18

97 3006 吉田 信友 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄﾓ 札幌市 1:02:24

98 3022 野呂 翔 ﾉﾛ ｼｮｳ 札幌市 1:02:48

99 3118 石戸谷 渉 ｲｼﾄﾞﾔ ﾜﾀﾙ 札幌市 1:03:22

100 3068 今井 貴之 ｲﾏｲ ﾀｶﾕｷ 余市町 1:04:20
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101 3117 佐藤 良太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 札幌市 1:04:49

102 3071 佐藤 憲人 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 旭川市 1:05:20

103 3012 舛田 起要次 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市 1:05:34

104 3092 寺内 湧 ﾃﾗｳﾁ ﾕｳ 札幌市 1:06:26

105 3028 石宮 秀一 ｲｼﾐﾔ ｼｭｳｲﾁ 札幌市 1:07:30

106 3025 森川 雄大 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:13:01

107 3065 高橋 裕大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 旭川市 1:13:52

108 3091 杉渕 昌悟 ｽｷﾞﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:14:11

109 3024 芝山 幸哉 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳﾔ 札幌市 1:14:21

110 3027 竹久 征伸 ﾀｹﾋｻ ﾏｻｼ 札幌市 1:15:34

111 3034 佐々木 生 ｻｻｷ ｲｸﾙ 札幌市 1:16:33

112 3013 成田 一生 ﾅﾘﾀ ｲｯｾｲ 札幌市 1:18:28

113 3011 木下 貴之 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:18:40

114 3055 葛西 和彦 ｶｻｲ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 1:23:46

115 3127 鈴木 祐資 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:38:55
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