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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 3428 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 札幌市 0:36:40

2 3457 三田 和博 ﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 千歳市 0:37:21

3 3430 大宮 一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市 0:37:33

4 3411 西條 建一 ｻｲｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 千歳市 0:38:36

5 3404 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌市 0:39:12

6 3425 梅津 忠司 ｳﾒﾂ ﾀﾀﾞｼ 恵庭市 0:39:59

7 3408 岸本 利一郎 ｷｼﾓﾄ ﾘｲﾁﾛｳ 札幌市 0:41:05

8 3436 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩見沢市 0:42:38

9 3427 船木 雅直 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅｵ 札幌市 0:44:19

10 3426 吉川 修 ﾖｼｶﾜ ｵｻﾑ 札幌市 0:46:31

11 3456 成田 知也 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾔ 北広島市 0:46:54

12 3440 日戸 忠徳 ﾋﾉﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ 札幌市 0:47:43

13 3418 熊田 喜安 ｸﾏﾀﾞ ﾖｼﾔｽ 札幌市 0:48:07

14 3454 古澤 正哉 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾔ 札幌市 0:48:09

15 3403 西田 眞吾 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:48:38

16 3416 菅原 悟 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 東神楽町 0:49:07

17 3410 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 旭川市 0:49:11

18 3421 小野 明裕 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 札幌市 0:49:22

19 3450 高橋 真幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 札幌市 0:49:30

20 3429 岡田 則将 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 旭川市 0:50:08

21 3455 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 0:50:59

22 3419 中本 純一 ﾅｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 0:51:08

23 3434 川原 宏 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 富山県 0:51:28

24 3445 花 康之 ﾊﾅ ﾔｽﾕｷ 札幌市 0:51:49

25 3459 小椋 啓司 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 0:51:56

26 3444 中嶋 循 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾙ 札幌市 0:52:37

27 3409 戸原 慎吾 ﾄﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 石狩市 0:52:39

28 3446 舘澤 成徳 ﾀﾃｻﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾘ 千歳市 0:52:42

29 3424 川原 光仁 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂﾋﾄ 岩見沢市 0:52:47

30 3417 南 盛一 ﾐﾅﾐ ｾｲｲﾁ 札幌市 0:53:44

31 3442 田中 義弘 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 0:54:46

32 3458 アマノ ヒロアキ ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:54:57

33 3449 上村 俊彦 ｶﾐﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 札幌市 0:55:09

34 3439 渡辺 佳之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 江別市 0:56:27

35 3407 今井 信 ｲﾏｲ ﾏｺﾄ 札幌市 0:58:36

36 3438 谷口 哲弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:00:24

37 3420 高松 浩章 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 石狩市 1:00:45

38 3443 工藤 博 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 札幌市 1:00:53

39 3432 九龍 八道 ｸｳﾛﾝ ﾊﾁﾐﾁ 札幌市 1:03:06

40 3441 木下 伸一 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ 札幌市 1:04:40

41 3448 大西 俊昭 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:05:06

42 3422 大西 正敏 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾄｼ 美瑛町 1:05:13

43 3414 佐藤 ミツル ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 旭川市 1:05:46

44 3433 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 札幌市 1:05:53

45 3423 外部 誓夫 ｿﾄﾍﾞ ﾁｶｵ 札幌市 1:06:43

46 3415 宮田 弘行 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:19:16

47 3431 山内 啓 ﾔﾏｳﾁ ｹｲ ﾆｾｺ町 1:36:03
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