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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 3527 松田 昭雄 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｵ 札幌市 0:43:25

2 3529 野呂 定寛 ﾉﾛ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市 0:44:11

3 3519 六本木 伸次 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ｼﾝｼﾞ 札幌市 0:45:51

4 3540 中田 征男 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ 恵庭市 0:47:39

5 3542 中野 和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 札幌市 0:48:02

6 3501 千葉 茂樹 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞｷ 札幌市 0:48:25

7 3535 等々力 順祐 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾖﾘｽｹ 札幌市 0:49:03

8 3522 新谷 英史 ｼﾝﾔ ﾋﾃﾞﾌﾐ 札幌市 0:49:09

9 3528 菱谷 尚之 ﾋｼﾔ ﾅｵﾕｷ 札幌市 0:49:47

10 3521 久保田 伸幸 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 0:50:57

11 3534 藤井 和哉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ 札幌市 0:51:40

12 3514 小木曽 信夫 ｺｷﾞｿ ﾉﾌﾞｵ 岐阜県 0:52:21

13 3532 谷津 慶則 ﾔﾂ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 0:52:44

14 3511 黒田 清 ｸﾛﾀﾞ ｷﾖｼ 札幌市 0:52:48

15 3513 木幡 一豊 ｺﾊﾀ ｶｽﾞﾄﾖ 札幌市 0:52:50

16 3506 山田 世慈 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 岩見沢市 0:53:28

17 3524 橋本 真二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 江別市 0:54:11

18 3530 西垣 勝弘 ﾆｼｶﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 岐阜県 0:56:02

19 3543 大留 光博 ｵｵﾄﾒ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 0:56:04

20 3526 新谷 正信 ｼﾝﾔ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 0:56:53

21 3536 幸田 基樹 ｺｳﾀﾞ ﾓﾄｷ 札幌市 0:57:36

22 3516 谷岡 勇市郎 ﾀﾆｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 0:57:53

23 3533 深谷 聖一 ﾌｶﾔ ｾｲｲﾁ 千歳市 0:58:10

24 3539 武田 裕二 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 0:58:14

25 3541 畠 宏 ﾊﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 1:01:29

26 3502 藤田 宏人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 江別市 1:03:17

27 3512 青木 憲一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:03:35

28 3508 原田 隆康 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 津別町 1:05:21

29 3509 菅原 俊哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ 札幌市 1:07:38

30 3517 山木 繁男 ﾔﾏｷ ｼｹﾞｵ 当別町 1:07:45

31 3525 村川 毅 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹｼ 長万部町 1:07:53

32 3503 城戸 寛 ｷﾄﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 1:07:53

33 3544 伊藤 哲 ｲﾄｳ ﾃﾂ 札幌市 1:08:11

34 3510 猪股 利行 ｲﾉﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:12:10

35 3523 久保 英則 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 1:12:23

36 3504 伊藤 慶司 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:12:59

37 3520 小森 広樹 ｺﾓﾘ ﾋﾛｷ 苫小牧市 1:26:08

38 3537 山下 和之 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:24:41
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