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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 3237 渡辺 哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 新ひだか町 0:34:26

2 3287 加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 0:35:41

3 3261 野切 完相 ﾉｷﾞﾘ ｻﾀﾞｽｹ 札幌市 0:35:55

4 3223 青木 昌弘 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 0:36:07

5 3253 川瀬 寛 ｶﾜｾ ﾋﾛｼ 札幌市 0:36:10

6 3224 高橋 俊幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 札幌市 0:36:56

7 3208 宇野 虎志 ｳﾉ ﾀｹｼ 札幌市 0:37:41

8 3295 渋谷 隆 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 札幌市 0:38:35

9 3255 加地 誠 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 0:38:46

10 3257 髙津 和哉 ﾀｶﾂ ｶｽﾞﾔ 札幌市 0:39:19

11 3241 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 0:39:22

12 3299 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 千歳市 0:40:05

13 3280 都筑 正勝 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻｶﾂ 札幌市 0:40:40

14 3294 奥山 峰雪 ｵｸﾔﾏ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 0:41:09

15 3291 中津 和也 ﾅｶﾂ ｶｽﾞﾔ 千歳市 0:41:30

16 3278 長嶋 紘一 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 0:41:34

17 3213 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 千歳市 0:41:58

18 3290 片桐 純一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 0:42:50

19 3263 堀田 亮 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市 0:43:04

20 3218 大平 信貴 ｵｵﾋﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 0:43:35

21 3239 縣 尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ 江別市 0:43:37

22 3272 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:44:17

23 3256 星 孝信 ﾎｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 札幌市 0:45:33

24 3215 横田 譲治 ﾖｺﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 三重県 0:45:41

25 3245 宮井 敬太郎 ﾐﾔｲ ｹｲﾀﾛｳ 札幌市 0:46:21

26 3258 石坂 泰一郎 ｲｼｻﾞｶ ﾀｲｲﾁﾛｳ 札幌市 0:46:23

27 3227 西澤 輝紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾙｷ 札幌市 0:46:43

28 3297 千葉 将則 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 0:47:09

29 3220 木村 郁夫 ｷﾑﾗ ｲｸｵ 札幌市 0:47:16

30 3247 英和 中村 ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾅｶﾑﾗ 苫小牧市 0:47:20

31 3236 吉崎 純也 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 旭川市 0:47:38

32 3267 伊藤 秀朗 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 小樽市 0:47:48

33 3252 鈴木 真 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 札幌市 0:47:53

34 3203 福島 重仁 ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾋﾄ 滝川市 0:47:59

35 3235 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 旭川市 0:48:08

36 3202 山川 俊 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 0:48:18

37 3242 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 札幌市 0:48:36

38 3225 高橋 玲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 寿都町 0:49:15

39 3286 佐伯 智也 ｻｴｷ ﾄﾓﾔ 札幌市 0:49:47

40 3275 広瀬 和富 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾄﾐ 札幌市 0:49:55

41 3270 野上 貴弘 ﾉｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 共和町 0:50:02

42 3292 葛西 信弘 ｶｻｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 0:50:04

43 3298 林 徹 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 札幌市 0:50:06

44 3285 高桑 宣人 ﾀｶｸﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 0:50:11

45 3246 佐々木 真悟 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:50:15

46 3211 蝦名 和広 ｴﾋﾞﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 0:50:54

47 3216 佐藤 行介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 札幌市 0:50:56

48 3248 小塩 大輔 ｵｼｵ ﾀﾞｲｽｹ 浜頓別町 0:51:51

49 3259 岡本 浩一 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 0:52:01

50 3238 高田 信之 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 0:52:01
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51 3212 折田 耕祐 ｵﾘﾀ ｺｳｽｹ 札幌市 0:52:15

52 3230 長村 倫生 ｵｻﾑﾗ ﾄﾓｵ 札幌市 0:52:23

53 3250 岩田 浩和 ｲﾜﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 0:53:02

54 3205 成田 昌司 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 0:53:09

55 3264 石井 克佳 ｲｼｲ ｶﾂﾖｼ 千歳市 0:53:18

56 3206 星 直輝 ﾎｼ ﾅｵｷ 札幌市 0:53:31

57 3271 吹田 純 ｽｲﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 0:53:33

58 3300 山井 理史 ﾔﾏｲ ﾀﾀﾞｼ 北広島市 0:53:53

59 3222 岡村 元 ｵｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 0:53:54

60 3243 吉光 祐揮 ﾖｼﾐﾂ ﾕｳｷ 札幌市 0:54:21

61 3274 赤井 裕典 ｱｶｲ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 0:54:40

62 3201 西尾 健一 ﾆｼｵ ｹﾝｲﾁ 札幌市 0:54:50

63 3221 屋代 圭介 ﾔｼﾛ ｹｲｽｹ 札幌市 0:54:56

64 3249 南 大輔 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:55:17

65 3204 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:56:04

66 3265 長谷 清一 ﾊｾ ｷﾖｶｽﾞ 札幌市 0:56:36

67 3207 松崎 崇之 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 0:57:07

68 3251 丸山 亮介 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 0:57:19

69 3240 佐々木 和也 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 室蘭市 0:57:42

70 3254 奥山 正和 ｵｸﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 0:57:45

71 3296 大槻 信明 ｵｵﾂｷ ﾉﾌﾞｱｷ 千歳市 0:57:56

72 3293 松下 豪 ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ 札幌市 0:58:22

73 3210 西浦 博 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 0:58:32

74 3228 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 余市町 0:58:53

75 3279 佐藤 崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 0:58:57

76 3281 森本 昌導 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 札幌市 0:59:17

77 3233 小松 一彦 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 0:59:55

78 3269 簾内 宣之 ｽﾉｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 1:01:18

79 3231 中村 輝之 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ 苫小牧市 1:01:31

80 3262 海崎 政明 ｶｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:02:20

81 3288 三藤 秀樹 ﾐﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 1:03:00

82 3268 和島 浩祐 ﾜｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 札幌市 1:03:07

83 3283 須田 英嗣 ｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 札幌市 1:03:09

84 3277 武田 英之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 旭川市 1:07:28

85 3260 中村 健司 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:08:43

86 3301 種石 正義 ﾀﾈｲｼ ﾏｻﾖｼ 岩見沢市 1:09:32

87 3234 附田 和之 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 1:10:00

88 3217 上田 敏勝 ｳｴﾀﾞ ﾄｼｶﾂ 岩見沢市 1:12:29

89 3266 菊地 雅秀 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 札幌市 1:13:52

90 3209 斉藤 一旭 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 湧別町 1:16:19

91 3276 高谷 直樹 ﾀｶﾔ ﾅｵｷ 札幌市 1:19:43

92 3244 舛田 起要次 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市 1:20:02
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