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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 3070 佐藤 真吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:32:50

2 3032 山根 司 ﾔﾏﾈ ﾂｶｻ 札幌市 0:33:44

3 3027 青戸 信介 ｱｵﾄ ｼﾝｽｹ 恵庭市 0:34:22

4 3044 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 苫小牧市 0:34:49

5 3080 高波 太一 ﾀｶﾅﾐ ﾀｲﾁ 留萌市 0:35:35

6 3095 溝江 敦樹 ﾐｿﾞｴ ｱﾂｷ 札幌市 0:36:09

7 3089 神戸 佑太 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 札幌市 0:36:32

8 3105 髙橋 賢司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市 0:36:35

9 3029 草島 誠 ｸｻｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 札幌市 0:36:57

10 3084 北上 善朗 ｷﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾛｳ 小樽市 0:37:08

11 3037 稲垣 俊紀 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼｷ 東川町 0:37:10

12 3094 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 室蘭市 0:37:11

13 3050 合野口 大毅 ｱｲﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 札幌市 0:37:19

14 3007 羽山 和宏 ﾊﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 0:37:46

15 3065 小林 展大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 0:38:19

16 3100 Ｒａｎｄａｌｌ Ｊｕｓｔｉｎ ﾗﾝﾀﾞﾙ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 釧路市 0:38:56

17 3069 五十嵐 星哉 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲﾔ 倶知安町 0:38:57

18 3082 吉村 茂 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 旭川市 0:39:04

19 3001 成田 壱 ﾅﾘﾀ ｲﾁ 函館市 0:39:34

20 3062 瀬名波 睦 ｾﾅﾊ ﾑﾂﾐ 札幌市 0:39:37

21 3090 藤井 力 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ 札幌市 0:39:48

22 3002 中澤 生 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 札幌市 0:40:10

23 3025 杉本 清 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 札幌市 0:40:38

24 3103 Ｂｕｔｃｈｅｒ Ｒｏｂｅｒｔ ﾌﾞﾁｬｰ ﾛﾊﾞｰﾄ 清水町 0:40:47

25 3038 渡邊 慶亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 0:41:16

26 3028 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 旭川市 0:41:18

27 3010 城田 智宏 ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 0:41:18

28 3023 工藤 宏介 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 札幌市 0:41:38

29 3079 岩間 健喜 ｲﾜﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 北広島市 0:41:44

30 3048 岸本 万寿実 ｷｼﾓﾄ ﾏｽﾐ 札幌市 0:41:45

31 3098 遠藤 大輔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:42:26

32 3097 田村 亮 ﾀﾑﾗ ｱｷﾗ 札幌市 0:42:55

33 3016 小川 裕生 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 札幌市 0:42:56

34 3086 石井 巧 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 札幌市 0:43:53

35 3054 佐藤 辰紀 ｻﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 札幌市 0:44:09

36 3051 渡辺 祐平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 札幌市 0:44:40

37 3068 秋濱 宏哉 ｱｷﾊﾏ ﾋﾛﾔ 千歳市 0:44:45

38 3076 愛澤 真吾 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:44:51

39 3021 本間 俊介 ﾎﾝﾏ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 0:45:12

40 3067 嶋村 圭介 ｼﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ 北斗市 0:45:29

41 3024 渡辺 涼太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 札幌市 0:45:51

42 3022 前田 智之 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 0:46:00

43 3057 衣川 修平 ｷﾇｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 旭川市 0:46:43

44 3081 斉藤 宏輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 0:46:48

45 3005 宮本 真嘉 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 札幌市 0:47:07

46 3004 橋本 陽詩 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 網走市 0:47:13

47 3074 是安 晴樹 ｺﾚﾔｽ ﾊﾙｷ 札幌市 0:47:19

48 3059 堤 一哲 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞｱｷ 札幌市 0:47:28

49 3043 橋本 拓実 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 旭川市 0:47:29

50 3019 鳴海 弘樹 ﾅﾙﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 0:47:32
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51 3035 木下 昭 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾗ 札幌市 0:47:59

52 3088 舘ヶ澤 翔 ﾀﾃｶﾞｻﾜ ｼｮｳ 石狩市 0:48:06

53 3075 紫竹 光 ｼﾁｸ ﾋｶﾙ 札幌市 0:48:30

54 3085 大石 広土 ｵｵｲｼ ﾋﾛｸﾆ 札幌市 0:48:30

55 3092 佐藤 勝哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 札幌市 0:49:10

56 3039 田中 貴大 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:49:20

57 3049 石山 佑樹 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｷ 乙部町 0:49:24

58 3061 岩崎 純一 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 0:49:48

59 3026 倉野 健人 ｸﾗﾉ ｹﾝﾄ 札幌市 0:50:26

60 3077 山崎 雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 札幌市 0:50:30

61 3014 富木 政孝 ﾄﾐｷ ﾏｻﾀｶ 札幌市 0:51:14

62 3046 山田 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 0:51:32

63 3056 竹川 雄大 ﾀｹｶﾜ ﾕｳﾀ 札幌市 0:51:48

64 3093 鈴木 哲 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 白老町 0:52:03

65 3052 竹中 達哉 ﾀｹﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 0:52:53

66 3063 村田 友哉 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ 旭川市 0:53:20

67 3011 田中 崇倫 ﾀﾅｶ ﾀｶﾂｸﾞ 北見市 0:53:47

68 3030 甲谷 敬三 ｶﾌﾞﾄﾔ ｹｲｿﾞｳ 札幌市 0:53:51

69 3060 徳田 拓也 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 札幌市 0:54:20

70 3034 田邉 義晃 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 江別市 0:56:08

71 3047 遠藤 慶 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 札幌市 0:57:52

72 3040 名取 嘉一 ﾅﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 0:58:18

73 3071 阿部 雅幸 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 江別市 0:59:30

74 3033 松本 響 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 札幌市 0:59:54

75 3066 宇生 未来 ｳｾｲ ﾐﾗｲ 小樽市 0:59:55

76 3101 Ｌｏｇａｎ Ｔｏｍ ﾛｰｶﾞﾝ ﾄｰﾏｽ 由仁町 1:00:19

77 3087 川村 涼平 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 札幌市 1:00:20

78 3102 Ｍｅｒｒｅｔｔ Ｔｏｍ ﾒﾚｯﾄ ﾄﾑ 小樽市 1:00:27

79 3045 三浦 正晴 ﾐｳﾗ ﾏｻﾊﾙ 札幌市 1:00:30

80 3003 吉田 信友 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄﾓ 札幌市 1:01:25

81 3064 工藤 洸太 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ 札幌市 1:02:40

82 3013 奈須野 貴大 ﾅｽﾉ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:02:48

83 3072 渡辺 亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 札幌市 1:03:34

84 3041 定形 竜成 ｻﾀﾞｶﾀ ﾘｭｳｾｲ 札幌市 1:03:54

85 3031 甲谷 久光 ｶﾌﾞﾄﾔ ﾋｻﾐﾂ 札幌市 1:04:41

86 3053 佐藤 亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:05:15

87 3015 吉川 哲 ﾖｼｶﾜ ﾃﾂ 札幌市 1:08:06

88 3017 白川 栄祐 ｼﾗｶﾜ ｴｲｽｹ 岩見沢市 1:08:27

89 3009 漆崎 康司 ｳﾙｼｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 稚内市 1:08:32

90 3018 山田 真大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:09:38

91 3104 山形 圭佑 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 室蘭市 1:10:13

92 3091 森川 雄大 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:11:07

93 3006 中井 健太 ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 札幌市 1:12:08

94 3106 細野 望 ﾎｿﾉ ﾉｿﾞﾐ 札幌市 1:12:14

95 3008 小林 清崇 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾀｶ 札幌市 1:19:37

96 3073 芝山 幸哉 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳﾔ 札幌市 1:20:02

97 3078 大舘 俊介 ｵｵﾀﾞﾃ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 1:27:12
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