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1 856 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:50:10

2 861 橡木 広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:54:58

3 730 丸山 浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 2:56:31

4 744 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 2:56:49

5 939 佐々木 雅明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 千歳市 2:57:39

6 769 青木 敬隆 ｱｵｷ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 2:58:09

7 728 千葉 勇 ﾁﾊﾞ ｲｻﾑ 恵庭市 2:58:12

8 758 澤田 茂樹 ｻﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ 帯広市 3:00:30

9 774 沢田 博 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 3:00:48

10 953 古内 一 ﾌﾙｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 3:01:33

11 947 清宮 隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 札幌市 3:05:26

12 717 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市 3:08:32

13 884 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:09:57

14 945 岡部 聡 ｵｶﾍﾞ ｻﾄｼ 札幌市 3:11:22

15 788 鈴木 広基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 江別市 3:14:27

16 846 紀 哲郎 ｷ ﾃﾂﾛｳ 岩内町 3:16:44

17 859 松浦 明 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 札幌市 3:17:21

18 721 杉村 保則 ｽｷﾞﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 七飯町 3:17:39

19 731 吉野 泰幸 ﾖｼﾉ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 3:18:01

20 749 西尾 英樹 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:18:09

21 901 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市 3:18:25

22 821 木村 孝行 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 安平町 3:18:56

23 931 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧市 3:19:05

24 936 高橋 宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:19:13

25 835 山崎 浩貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 旭川市 3:19:14

26 757 吉田 磨仁 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ 札幌市 3:19:52

27 818 山口 貴治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 石狩市 3:20:36

28 940 佐藤 佐武郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 登別市 3:21:51

29 874 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ 札幌市 3:22:31

30 826 武藤 森人 ﾑﾄｳ ｼｹﾞﾄ 札幌市 3:22:41

31 907 土岐 直樹 ﾄﾞｷ ﾅｵｷ 札幌市 3:23:12

32 803 神谷 博之 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 遠軽町 3:23:12

33 770 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 3:23:13

34 963 山角 雄一 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 美唄市 3:23:49

35 760 栗栖 充博 ｸﾘｽ ﾐﾂﾋﾛ 芽室町 3:24:10

36 805 南澤 明宏 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:24:38

37 831 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 札幌市 3:25:38

38 790 和田 明広 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:27:24

39 875 小林 憲弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:27:34

40 964 金子 弘樹 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 札幌市 3:27:53

41 934 伊藤 司朗 ｲﾄｳ ｼﾛｳ 札幌市 3:27:53

42 703 藤 克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 登別市 3:27:57

43 743 土赤 能史 ﾂﾁｱｶ ﾀｶｼ 北見市 3:27:57

44 702 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 札幌市 3:27:59

45 712 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 東川町 3:28:24

46 837 池上 啓一 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｲﾁ 札幌市 3:28:27

47 783 根津 克行 ﾈｽﾞ ｶﾂﾕｷ 札幌市 3:28:36

48 836 坂野 彰則 ｻｶﾉ ｱｷﾉﾘ 函館市 3:28:37

49 705 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:28:55

50 747 白戸 善太 ｼﾗﾄ ｾﾞﾝﾀ 札幌市 3:29:30
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51 943 嶋村 秀人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 江別市 3:34:48

52 807 佐野 博之 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:35:27

53 924 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 札幌市 3:36:44

54 958 日高 孝次郎 ﾋﾀﾞｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 石狩市 3:36:49

55 890 坂原 淳史 ｻｶﾊﾗ ｱﾂｼ 札幌市 3:37:10

56 917 遠藤 和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 3:37:27

57 792 福本 聖広 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:38:10

58 915 大関 健司 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:38:12

59 867 金川 眞行 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 札幌市 3:38:21

60 957 小山 敬 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 佐賀県 3:38:24

61 853 中川 賢二 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:38:42

62 710 宮崎 恭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 札幌市 3:39:12

63 745 宇部 昌博 ｳﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:39:19

64 935 岡 直人 ｵｶ ﾅｵﾄ 札幌市 3:40:36

65 789 斎藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 札幌市 3:42:09

66 906 時沢 武史 ﾄｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ 札幌市 3:42:14

67 830 道下 暢二 ﾐﾁｼﾀ ﾖｳｼﾞ 共和町 3:42:20

68 883 須藤 政直 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾅｵ 札幌市 3:42:22

69 801 樹山 英則 ｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 3:42:22

70 941 佐藤 史彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 恵庭市 3:42:34

71 848 山元 浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:43:35

72 799 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市 3:44:37

73 794 喜多 敦浩 ｷﾀ ｱﾂﾋﾛ 旭川市 3:45:50

74 951 福原 洋介 ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ 秋田県 3:46:11

75 911 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 3:46:38

76 781 二田 康司 ﾌﾀﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岩見沢市 3:47:47

77 707 成田 歩 ﾅﾘﾀ ｱﾕﾑ 函館市 3:48:00

78 927 久保 真治 ｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 札幌市 3:48:21

79 858 坂本 博史 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 石狩市 3:50:03

80 812 伯谷 英明 ﾊｸﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 留萌市 3:51:07

81 877 吉川 政司 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 苫小牧市 3:51:29

82 897 石原 敏道 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾐﾁ 札幌市 3:51:44

83 870 久道 義明 ﾋｻﾐﾁ ﾖｼｱｷ 札幌市 3:51:51

84 930 南川 正宏 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:51:56

85 960 柴野 隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 札幌市 3:52:03

86 929 向原 強 ﾑｺｳﾊﾗ ﾂﾖｼ 北広島市 3:52:26

87 777 鎌田 清孝 ｶﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 滝川市 3:52:31

88 713 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 札幌市 3:52:34

89 822 畑野 貴則 ﾊﾀﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 3:53:05

90 888 西山 広二 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:53:40

91 746 伊藤 勝敏 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 小樽市 3:53:56

92 759 鈴木 隆司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 3:54:20

93 866 鈴木 勝仁 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 3:55:05

94 849 松田 宏明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 北広島市 3:55:08

95 904 古川 清実 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾐ 旭川市 3:55:10

96 942 辻口 芳広 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:55:11

97 738 角谷 英一郎 ｶｸﾔ ｴｲｲﾁﾛｳ 札幌市 3:55:25

98 873 中谷 喜啓 ﾅｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:55:36

99 725 細野 正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ 帯広市 3:55:45

100 827 伊藤 孝浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:56:10
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101 756 浜田 弘巳 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 札幌市 3:56:37

102 740 濱田 武弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 北広島市 3:56:42

103 754 花井 将美 ﾊﾅｲ ﾏｻﾐ 札幌市 3:57:11

104 825 山本 厚 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 旭川市 3:57:15

105 885 佐澤 陽 ｻｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 札幌市 3:57:48

106 898 山木 宏友 ﾔﾏｷ ﾋﾛﾄﾓ 札幌市 3:58:03

107 937 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 3:58:21

108 855 川口 研二郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 旭川市 3:58:51

109 793 西村 壽人 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 北広島市 4:01:48

110 878 荒木地 剛 ｱﾗｷﾁ ﾂﾖｼ 旭川市 4:08:42

111 804 野口 洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 4:09:06

112 944 森 武仁 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 札幌市 4:10:06

113 741 飯原 康広 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 広島県 4:10:10

114 857 登立 光洋 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ﾐﾂﾋﾛ 旭川市 4:10:34

115 887 井沢 明正 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾏｻ 札幌市 4:11:00

116 767 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 小樽市 4:11:04

117 765 斉藤 孝博 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:11:44

118 949 宮田 進 ﾐﾔﾀ ｽｽﾑ 札幌市 4:11:54

119 718 梶沼 勉 ｶｼﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:11:57

120 833 浅沼 司 ｱｻﾇﾏ ﾂｶｻ 恵庭市 4:11:59

121 955 小島 明夫 ｵｼﾞﾏ ｱｷｵ 札幌市 4:12:02

122 735 菊池 勉 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:12:12

123 920 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 江別市 4:13:17

124 751 和田 雄二 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:13:39

125 739 坂下 政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 幕別町 4:14:06

126 860 久保 英彦 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 旭川市 4:14:22

127 714 塚本 俊一 ﾂｶﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 函館市 4:14:51

128 844 伊藤 恭徳 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 千歳市 4:15:03

129 871 長田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 旭川市 4:15:19

130 865 森 久夫 ﾓﾘ ﾋｻｵ 帯広市 4:16:09

131 734 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 4:16:38

132 908 柳川 伸幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 旭川市 4:16:40

133 965 西坂 俊一 ﾆｼｻﾞｶ ﾄｼｶｽﾞ 札幌市 4:16:57

134 834 桐山 賢二 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 札幌市 4:17:34

135 806 大熊 洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:19:09

136 828 原野 勝直 ﾊﾗﾉ ｶﾂﾅｵ 札幌市 4:22:17

137 823 磯 茂樹 ｲｿ ｼｹﾞｷ 埼玉県 4:22:18

138 919 三重野 雅 ﾐｴﾉ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 4:22:21

139 913 村上 雅史 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｼ 北広島市 4:22:50

140 764 青木 信 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 札幌市 4:23:20

141 795 天池 晃 ｱﾏｲｹ ｱｷﾗ 札幌市 4:23:27

142 880 岡本 幸一 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:23:50

143 896 山谷 一幸 ﾔﾏﾔ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 4:26:01

144 918 吉川 博樹 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｷ 札幌市 4:26:13

145 928 田村 雄也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 札幌市 4:26:43

146 809 高橋 篤哉 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾔ 北見市 4:28:30

147 840 内村 俊二 ｳﾁﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ 喜茂別町 4:30:32

148 869 三城 吉且 ﾐｼﾛ ﾖｼｶﾂ 札幌市 4:31:09

149 879 佐々木 未来 ｻｻｷ ﾐｷ 札幌市 4:31:28

150 763 斗内 陽司 ﾄﾅｲ ﾖｳｼﾞ 小樽市 4:33:35
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151 802 太田 馨 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 室蘭市 4:33:51

152 838 吉川 友二 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 足寄町 4:34:12

153 912 横塚 宣憲 ﾖｺﾂｶ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 4:34:16

154 816 本川 志郎 ﾓﾄｶﾜ ｼﾛｳ 札幌市 4:34:19

155 952 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:38:16

156 791 増田 直嗣 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 札幌市 4:40:59

157 842 三木 満 ﾐｷ ﾐﾂﾙ 札幌市 4:41:21

158 701 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 4:42:31

159 933 舘岡 邦彦 ﾀﾃｵｶ ｸﾆﾋｺ 札幌市 4:43:48

160 900 菊地 隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 江差町 4:44:38

161 772 大谷 賢一 ｵｵﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:44:49

162 753 森 健一 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:46:00

163 798 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 4:47:02

164 782 塩谷 邦仁 ｼｵﾔ ｸﾆﾋﾄ 帯広市 4:47:56

165 815 椎原 大直 ｼｲﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 4:48:28

166 845 片桐 俊英 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼﾋﾃﾞ 旭川市 4:48:49

167 750 伊藤 弘己 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 札幌市 4:50:15

168 895 小畑 俊剛 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾀｹ 札幌市 4:51:17

169 820 小林 温幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 釧路市 4:51:59

170 811 水島 正人 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾄ 札幌市 4:52:06

171 726 水上 貴晴 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾊﾙ 札幌市 4:53:06

172 914 田中 孝幸 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:54:38

173 720 加賀見 義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:55:07

174 706 田澤 仁志 ﾀｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 4:55:37

175 810 西尾 努 ﾆｼｵ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:56:40

176 905 伊藤 才二 ｲﾄｳ ｻｲｼﾞ 札幌市 4:59:35

177 903 岡田 浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 江別市 5:00:40

178 776 齋藤 秀雄 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 札幌市 5:06:13

179 819 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 江別市 5:06:19

180 938 松崎 潔 ﾏﾂｻﾞｷ ｷﾖｼ 札幌市 5:08:23

181 724 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 5:09:05

182 956 光野 章仁 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾄ 札幌市 5:09:08

183 722 田中 義夫 ﾀﾅｶ ﾖｼｵ 旭川市 5:13:30

184 796 飛田 政昭 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻｱｷ 札幌市 5:14:17

185 766 矢持 達也 ﾔﾓﾁ ﾀﾂﾔ 江別市 5:18:32

186 787 加藤 為 ｶﾄｳ ﾀﾂ 旭川市 5:20:38

187 893 三上 哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 札幌市 5:20:56

188 882 荻 博行 ｵｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 5:21:38

189 946 池谷 剛 ｲｹﾀﾆ ﾂﾖｼ 札幌市 5:24:07

190 959 齊藤 清祐 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾋﾛ 札幌市 5:28:44

191 899 菅原 幸浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 京極町 5:38:36

192 961 細谷 明弘 ﾎｿﾔ ｱｷﾋﾛ 旭川市 5:42:30

193 891 中谷 宇一郎 ﾅｶﾔ ｳｲﾁﾛｳ 札幌市 5:46:08

194 752 小野寺 幸司 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 5:58:54
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