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1 19 土橋 晋也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｼﾝﾔ 札幌市 2:22:13

2 80 長井 和樹 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:34:59

3 263 太刀川 晋平 ﾀﾁｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 2:36:00

4 172 岡田 晴貴 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 札幌市 2:36:49

5 116 杉山 直也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵﾔ 留萌市 2:40:39

6 38 猪俣 圭介 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 千歳市 2:41:05

7 267 迫田 明巳 ﾊｸﾀ ﾋﾛﾐ 鹿追町 2:41:12

8 189 網谷 勇俊 ｱﾐﾔ ﾀｹﾄｼ 札幌市 2:41:25

9 1 丸岡 真輝 ﾏﾙｵｶ ﾏｻｷ 室蘭市 2:46:06

10 145 片山 裕太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 札幌市 2:46:34

11 51 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:47:05

12 137 橋 亮介 ﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 2:47:23

13 120 近藤 雅由 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 旭川市 2:47:29

14 143 本木 央 ﾓﾄｷ ﾋｻｼ 室蘭市 2:47:47

15 27 栗本 悠平 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 札幌市 2:51:01

16 118 竹内 拓雄 ﾀｹｳﾁ ﾀｸｵ 札幌市 2:51:05

17 42 石川 宙 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 千歳市 2:56:00

18 82 鍋城 邦一 ﾅﾍﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ むかわ町 2:56:04

19 201 堀田 直孝 ﾎｯﾀ ﾅｵﾀｶ 札幌市 2:56:19

20 269 古川 祥之 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾕｷ 札幌市 2:56:50

21 6 郷家 丈史 ｺﾞｳｹ ﾀｹｼ 浦河町 2:57:36

22 220 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌市 2:57:38

23 76 藤村 一也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 札幌市 2:57:54

24 106 瀧本 至 ﾀｷﾓﾄ ｲﾀﾙ 東神楽町 2:58:07

25 71 斉藤 小次郎 ｻｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 札幌市 3:00:24

26 55 松本 大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 札幌市 3:02:02

27 159 吉川 真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 3:02:34

28 160 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 3:03:22

29 50 富名腰 拓 ﾌﾅｺｼ ﾀｸ 札幌市 3:04:08

30 66 田中 利季 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 札幌市 3:06:53

31 211 正野 祐介 ﾏｻﾉ ﾕｳｽｹ 名寄市 3:07:14

32 234 佐藤 兼太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 名寄市 3:08:53

33 115 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌市 3:09:15

34 195 蝦名 創 ｴﾋﾞﾅ ｿｳ 名寄市 3:09:27

35 5 新松 勧仁 ｼﾝﾏﾂ ﾕｷﾋﾄ 札幌市 3:09:29

36 227 小倉 正寛 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:09:55

37 276 出井 俊太郎 ﾃﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 幌延町 3:09:55

38 182 笹尾 祐介 ｻｻｵ ﾕｳｽｹ 江別市 3:12:09

39 34 加藤 豪 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 音更町 3:13:39

40 245 谷内 翔 ﾀﾆｳﾁ ｼｮｳ 札幌市 3:14:03

41 231 森田 洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 北見市 3:14:06

42 247 布田 達也 ﾇﾉﾀ ﾀﾂﾔ 旭川市 3:16:47

43 57 池田 健太 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 3:16:51

44 36 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 千歳市 3:17:18

45 270 若林 努 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 札幌市 3:17:45

46 141 鈴木 魁斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 札幌市 3:18:26

47 168 鈴木 啓司 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:18:45

48 166 永島 渉 ｴｲｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:19:28

49 40 上原 時人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄｷﾄ 上富良野町 3:19:37

50 268 中川 恭太 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳﾀ 札幌市 3:21:42
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51 258 久保 颯生 ｸﾎﾞ ｻﾂｷ 札幌市 3:23:01

52 205 藤田 茂雄 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｵ 留萌市 3:23:03

53 14 竹浪 延幸 ﾀｹﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 3:23:16

54 93 熊島 一樹 ｸﾏｼﾏ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:25:27

55 180 柳谷 圭祐 ﾔﾅｷﾞﾔ ｹｲｽｹ 八雲町 3:25:30

56 257 樋口 星斗 ﾋｸﾞﾁ ﾎｼﾄ 札幌市 3:26:29

57 249 草地 優介 ｸｻﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:26:38

58 104 畠山 正徳 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 3:26:38

59 250 山田 迪 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 札幌市 3:27:19

60 152 熊谷 健吾 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 八雲町 3:27:29

61 246 菅原 英治 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 滝川市 3:27:45

62 219 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 3:27:50

63 174 佐藤 宏樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ 江別市 3:27:56

64 155 中川 孝生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 当別町 3:28:22

65 108 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 恵庭市 3:28:39

66 193 川村 雄一郎 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 3:29:05

67 7 三田 健太郎 ﾐﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:29:13

68 12 鈴木 康太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 3:29:54

69 255 曽根 鉄矢 ｿﾈ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:30:37

70 149 山本 直弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 3:31:28

71 99 伊藤 将宣 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 3:33:13

72 167 川島 俊介 ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:35:33

73 200 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 北見市 3:36:23

74 161 加藤 優介 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:36:56

75 253 川合 宏典 ｶﾜｲ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 3:37:08

76 194 松永 満 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾙ 札幌市 3:37:16

77 242 鴫原 克幸 ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 北見市 3:37:47

78 77 山本 賢史郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 千歳市 3:37:59

79 272 宇野 文人 ｳﾉ ﾌﾐﾄ 札幌市 3:37:59

80 183 小松 佳祐 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 札幌市 3:38:13

81 233 篠根 司 ｼﾉﾈ ﾂｶｻ 札幌市 3:38:13

82 156 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 札幌市 3:38:18

83 165 山下 智司 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 札幌市 3:38:23

84 67 金本 真一 ｶﾈﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 真狩村 3:39:37

85 134 本田 竜粛 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂｷﾖ 千歳市 3:41:10

86 136 寶田 将希 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:43:05

87 117 中田 浩紀 ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 3:43:31

88 184 土屋 健志 ﾂﾁﾔ ﾀｹｼ 中標津町 3:44:37

89 192 田口 将人 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 旭川市 3:45:33

90 43 高野 達 ﾀｶﾉ ﾀﾂｼ 札幌市 3:45:59

91 41 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 3:48:20

92 130 佐野 元太 ｻﾉ ｹﾞﾝﾀ 札幌市 3:49:29

93 158 佐藤 雄紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 札幌市 3:50:17

94 103 石原 慎哉 ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾔ 名寄市 3:50:23

95 169 千葉 直人 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾄ 旭川市 3:51:01

96 199 戸原 大輔 ﾄﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:52:20

97 114 西田 祐介 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:52:44

98 132 三輪 修一郎 ﾐﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 3:53:40

99 78 長岡 和幸 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 3:53:59

100 146 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千歳市 3:54:01
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101 105 尾崎 太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 佐呂間町 3:54:19

102 207 大石 尊久 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋｻ 名寄市 3:54:53

103 9 江澤 芳基 ｴｻﾞﾜ ﾖｼｷ 札幌市 3:55:04

104 256 澤本 丈弥 ｻﾜﾓﾄ ｼﾞｮｳﾔ 札幌市 3:55:41

105 147 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 白老町 3:55:43

106 63 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 旭川市 3:55:49

107 113 祖父江 瞬 ｿﾌﾞｴ ｼｭﾝ 札幌市 3:55:53

108 176 藤谷 直輝 ﾌｼﾞﾔ ﾅｵｷ 登別市 3:56:12

109 198 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 東神楽町 3:56:37

110 240 本間 裕人 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾄ 札幌市 3:56:53

111 185 安田 貴俊 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 江別市 3:56:56

112 15 中塚 章浩 ﾅｶﾂｶ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:57:11

113 75 千葉 基 ﾁﾊﾞ ﾓﾄｲ 石狩市 3:57:13

114 248 中島 康成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 札幌市 3:57:43

115 90 中島 慎也 ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ 札幌市 3:57:45

116 196 佐藤 岳大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 旭川市 3:57:48

117 96 一村 昌浩 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:58:04

118 39 木村 一雄 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｵ 札幌市 3:58:38

119 59 永田 純輝 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｷ 札幌市 3:58:41

120 25 高岡 誠 ﾀｶｵｶ ﾏｺﾄ 札幌市 3:58:41

121 222 村井 亮介 ﾑﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:58:44

122 217 丸山 泰弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 厚真町 3:58:55

123 230 鈴木 隆介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 札幌市 4:04:22

124 144 原 省吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 4:04:30

125 81 杉田 克哉 ｽｷﾞﾀ ｶﾂﾔ 北広島市 4:06:36

126 83 池田 公士郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 千歳市 4:07:30

127 95 加葉田 圭介 ｶﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 札幌市 4:07:42

128 163 坂本 翔 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ 南幌町 4:08:21

129 173 杉田 伶 ｽｷﾞﾀ ﾚｲ 小樽市 4:10:04

130 262 八幡 雅浩 ﾔﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 恵庭市 4:11:19

131 265 吉川 直哉 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾔ 札幌市 4:11:48

132 274 浦田 泰正 ｳﾗﾀ ﾔｽﾏｻ 札幌市 4:11:52

133 204 下境 凌弥 ｼﾓｻｶｲ ﾘｮｳﾔ 札幌市 4:11:56

134 215 中田 太一 ﾅｶﾀ ﾀｲﾁ 名寄市 4:13:25

135 133 佐々木 英之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 4:13:49

136 142 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:14:14

137 47 山本 洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 青森県 4:14:27

138 170 山本 恭祐 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 札幌市 4:18:05

139 110 島田 悠誉 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岩見沢市 4:18:55

140 87 栗原 孝尚 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾋｻ 札幌市 4:19:03

141 28 伊賀 敏幸 ｲｶﾞ ﾄｼﾕｷ 三笠市 4:22:08

142 251 金田 亘司 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 苫小牧市 4:22:23

143 65 森田 栄作 ﾓﾘﾀ ｴｲｻｸ 札幌市 4:22:29

144 241 高本 武士 ﾀｶﾓﾄ ﾀｹｼ 札幌市 4:22:31

145 127 山本 一毅 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 長沼町 4:24:16

146 151 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 札幌市 4:24:48

147 56 川﨑 優慶 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾖｼ えりも町 4:25:05

148 126 檜 誠一郎 ﾋﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 札幌市 4:26:29

149 16 西村 光平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 札幌市 4:29:01

150 52 清水 友斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 札幌市 4:29:04
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151 119 名波 登帝 ﾅﾜ ﾄﾓﾀﾀﾞ 帯広市 4:29:13

152 32 早坂 怜 ﾊﾔｻｶ ｻﾄｼ 札幌市 4:30:34

153 188 樫山 和輝 ｶｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 北見市 4:30:52

154 97 杉本 郁弥 ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾔ 札幌市 4:30:53

155 112 橘 政翔 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄ 札幌市 4:31:05

156 4 佐野 貴大 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:32:41

157 101 蟇目 優 ﾋｷﾒ ﾕｳ 札幌市 4:33:20

158 124 折田 日向 ｵﾘﾀ ﾋｭｳｶﾞ 札幌市 4:34:47

159 100 髙橋 章吾 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 4:36:10

160 60 北嶋 崇之 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:36:26

161 252 松倉 正幸 ﾏﾂｸﾗ ﾏｻﾕｷ 苫小牧市 4:37:48

162 26 須田 智也 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 札幌市 4:37:56

163 218 梶 健太 ｶｼﾞ ｹﾝﾀ 八雲町 4:39:00

164 260 舘野 寛直 ﾀﾃﾉ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 4:39:51

165 135 本谷 歩 ﾓﾄﾔ ｱﾕﾑ 札幌市 4:41:03

166 179 三浦 正大 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 4:43:28

167 202 梅沢 貴介 ｳﾒｻﾞﾜ ｷｽｹ 旭川市 4:45:43

168 228 日向寺 巧 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾀｸﾐ 札幌市 4:45:45

169 171 菊池 遼太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 札幌市 4:45:45

170 254 古川 稜真 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳﾏ 愛知県 4:46:07

171 79 志部谷 浩司 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:47:13

172 210 鈴木 瑠晟 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 釧路市 4:47:16

173 107 三隅 健一 ﾐｽﾐ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:48:09

174 197 青木 孝之 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:48:19

175 11 岡崎 克洋 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 函館市 4:51:12

176 18 追分 雅人 ｵｲﾜｹ ﾏｻﾄ 札幌市 4:51:34

177 191 細田 峻一 ﾎｿﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 札幌市 4:51:59

178 123 西村 涼 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 札幌市 4:54:53

179 92 今井 隆文 ｲﾏｲ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 4:55:41

180 178 中村 茂樹 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 札幌市 4:56:10

181 10 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 4:56:45

182 122 三井 明 ﾐﾂｲ ﾒｲ 札幌市 4:56:46

183 3 山下 亮介 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 4:57:22

184 85 松井 友洋 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 4:58:39

185 203 佐々木 渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 余市町 4:59:14

186 91 川瀬 恭吾 ｶﾜｾ ｷｮｳｺﾞ 札幌市 4:59:28

187 229 山口 達 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 札幌市 5:03:36

188 271 岡村 英貴 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 恵庭市 5:05:20

189 140 伊東 宏樹 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 5:06:37

190 30 二丹田 裕介 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三笠市 5:14:17

191 236 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:14:17

192 186 藤本 健佑 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ 苫小牧市 5:15:45

193 190 宇山 応 ｳﾔﾏ ｵｳ 札幌市 5:17:22

194 17 長尾 祐希 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 札幌市 5:17:39

195 53 蹴揚 竣斗 ｹｱｹﾞ ｼｭﾝﾄ 帯広市 5:26:51

196 243 豊岡 愛弥 ﾄﾖｵｶ ﾏﾅﾔ 札幌市 5:30:08

197 235 中垣 肇 ﾅｶｶﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 5:30:39

198 164 岩山 和道 ｲﾜﾔﾏ ｶﾂﾞﾐﾁ 札幌市 5:31:10

199 213 菊池 宏嗣 ｷｸﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 札幌市 5:32:33

200 129 上村 正之 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 札幌市 5:33:07

2019年11月3日
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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

201 275 那須 祥希 ﾅｽ ﾖｼｷ 北見市 5:33:10

202 54 小野 樹 ｵﾉ ｲﾂｷ 札幌市 5:34:09

203 61 若原 弘典 ﾜｶﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 北広島市 5:36:31

204 177 勝見 斉充 ｶﾂﾐ ﾏｻﾐﾂ 江別市 5:38:00

205 24 片岡 篤樹 ｶﾀｵｶ ｱﾂｷ 三笠市 5:40:32

206 49 及川 勇樹 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 千歳市 5:40:34

207 261 沢口 肇 ｻﾜｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 千歳市 5:42:07

208 125 中村 嵩 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 札幌市 5:43:49

209 138 北岡 佑斗 ｷﾀｵｶ ﾕｳﾄ 札幌市 5:51:14

2019年11月3日


