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1 143 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 苫小牧市 2:32:06

2 200 筧 善朗 ｶｹﾋ ﾖｼﾛｳ 札幌市 2:36:12

3 276 一橋 聖也 ｲﾁﾊｼ ｾｲﾔ 釧路市 2:37:35

4 178 品田 雅人 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:39:38

5 31 高橋 一幸 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:41:46

6 36 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:44:10

7 140 青木 昌弘 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:48:14

8 184 宮嶋 馨 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｵﾙ 札幌市 2:48:38

9 243 長 秀憲 ﾁｮｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 2:49:04

10 80 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 新ひだか町 2:49:37

11 261 勝野 潤一 ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千歳市 2:50:03

12 98 堀 貴裕 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 安平町 2:50:24

13 106 本木 央 ﾓﾄｷ ﾋｻｼ 室蘭市 2:50:25

14 158 矢部 和弘 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東川町 2:52:06

15 13 野口 将利 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 北斗市 2:52:08

16 60 赤平 慎也 ｱｶﾋﾗ ｼﾝﾔ 札幌市 2:52:15

17 29 後藤 洋平 ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾍｲ 函館市 2:53:06

18 144 畠中 雄右 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 帯広市 2:53:10

19 40 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 札幌市 2:53:56

20 212 渋谷 暁 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 旭川市 2:54:00

21 123 三崎 裕也 ﾐｻｷ ﾋﾛﾔ 札幌市 2:54:39

22 138 秋野 文臣 ｱｷﾉ ﾄﾓｼｹﾞ 札幌市 2:54:41

23 3 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 月形町 2:55:00

24 92 藤嶋 豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ 函館市 2:55:50

25 102 後藤 明輝 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾃﾙ 札幌市 2:56:17

26 67 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 2:57:25

27 156 大崎 和行 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 江別市 2:57:47

28 20 西塚 真人 ﾆｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 札幌市 2:58:15

29 198 中南 智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 札幌市 2:58:19

30 172 内藤 宏志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 苫小牧市 2:58:48

31 177 山地 広尚 ﾔﾏﾁﾞ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 2:58:57

32 70 坂 大祐 ｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 富良野市 2:59:29

33 7 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 2:59:45

34 331 小松 武司 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 江別市 3:00:16

35 32 上野 浩 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 3:00:24

36 6 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 登別市 3:00:48

37 133 堀 仁志 ﾎﾘ ﾏｻｼ 千歳市 3:02:37

38 30 齊藤 晋聖 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾏｻ 札幌市 3:02:43

39 85 後藤 秀隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市 3:03:19

40 94 田村 弘佳 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾖｼ 札幌市 3:03:59

41 21 中川 整 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 3:04:26

42 161 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:04:32

43 199 菅原 陵史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:05:37

44 137 久保 博嗣 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 3:06:17

45 268 田辺 靖 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 札幌市 3:06:56

46 189 矢島 彰 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ 札幌市 3:06:58

47 531 平井 要 ﾋﾗｲ ｶﾅﾒ 恵庭市 3:07:09

48 114 海老名 浩之 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ 南富良野町 3:07:19

49 49 中村 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 3:07:24

50 240 山本 康隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 札幌市 3:07:32
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51 53 野邑 伸一郎 ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 3:07:33

52 47 中村 大成 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾅﾘ 札幌市 3:07:59

53 63 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ 札幌市 3:08:17

54 248 小杉 和也 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾔ 根室市 3:08:58

55 58 柴原 雄樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 札幌市 3:09:22

56 266 矢口 幸彦 ﾔｸﾞﾁ ﾕｷﾋｺ 函館市 3:11:13

57 353 林 純史 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市 3:11:40

58 124 山中 真 ﾔﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 札幌市 3:12:40

59 163 山本 喜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 3:13:29

60 244 森本 恒 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｻｼ 札幌市 3:13:42

61 452 北村 彰敬 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:14:34

62 142 鈴木 昌司 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 登別市 3:14:37

63 113 中野 靖弘 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:14:50

64 104 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 雄武町 3:14:51

65 88 大西 智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 3:15:02

66 698 中山 正巳 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾐ 札幌市 3:15:27

67 315 戸子台 弘一 ﾄｺﾀﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 新ひだか町 3:16:40

68 55 立田 章二 ﾀｯﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ 上富良野町 3:17:58

69 197 高田 諭 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｼ 札幌市 3:18:05

70 151 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 札幌市 3:19:03

71 71 福島 正晴 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾊﾙ 日高町 3:19:39

72 308 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 札幌市 3:19:53

73 677 関澤 幸蔵 ｾｷｻﾞﾜ ｺｳｿﾞｳ 札幌市 3:20:31

74 626 深作 昌士 ﾌｶｻｸ ﾏｻｼ 旭川市 3:20:35

75 306 早坂 勝之 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾕｷ 足寄町 3:20:42

76 668 柿崎 健美 ｶｷｻﾞｷ ﾀｹﾐ 札幌市 3:21:16

77 334 明上 卓也 ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 札幌市 3:21:24

78 232 片岡 哲郎 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:22:24

79 414 西倉 宏昌 ﾆｼｸﾗ ﾋﾛﾏｻ 札幌市 3:22:56

80 333 藤澤 康聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽｱｷ 小樽市 3:23:15

81 489 長岡 輝 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 音更町 3:23:47

82 216 弥勒院 宣明 ﾐﾛｸｲﾝ ﾉﾌﾞｱｷ 札幌市 3:24:07

83 407 佐藤 徳彦 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 札幌市 3:24:09

84 461 吉田 泰斗 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾄ 札幌市 3:24:15

85 436 大谷 裕二 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 石狩市 3:24:28

86 129 笹尾 祐介 ｻｻｵ ﾕｳｽｹ 江別市 3:25:05

87 128 池田 知康 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 札幌市 3:25:10

88 146 佐藤 直哉 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 札幌市 3:25:16

89 704 木村 朋路 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐﾁ 札幌市 3:25:17

90 646 岸本 万寿実 ｷｼﾓﾄ ﾏｽﾐ 札幌市 3:25:59

91 634 山田 郁博 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾋﾛ 函館市 3:26:44

92 18 三好 裕之 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:27:08

93 97 今泉 大輔 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:27:16

93 555 高畠 亮 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳ 札幌市 3:27:16

95 304 下國 達志 ｼﾓｸﾆ ﾀﾂｼ 札幌市 3:27:23

96 404 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市 3:27:24

97 74 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 札幌市 3:27:40

98 350 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:27:57

99 329 河野 哲也 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:27:58

100 525 荒川 公秀 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 札幌市 3:28:31
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101 340 小林 博之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:28:33

102 651 佐藤 正俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 札幌市 3:28:49

103 349 相澤 一広 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 石狩市 3:29:18

104 341 斉藤 保雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 札幌市 3:29:20

105 1014 長谷川 大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 中川町 3:29:30

106 445 小笹 幸治 ｺｻｻ ｺｳｼﾞ 小平町 3:29:33

107 576 川合 隆一 ｶﾜｲ ﾘｭｳｲﾁ 函館市 3:29:46

108 305 若狭 達也 ﾜｶｻ ﾀﾂﾔ 札幌市 3:30:01

109 16 五十嵐 勝見 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂﾐ 札幌市 3:30:11

110 359 林 徹 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 札幌市 3:30:44

111 586 友納 要 ﾄﾓﾉｳ ｶﾅﾒ 札幌市 3:31:07

112 521 橋本 久雄 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｵ 札幌市 3:31:22

113 396 土井 茂 ﾄﾞｲ ｼｹﾞﾙ 札幌市 3:31:24

114 518 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 3:31:49

115 735 一ノ倉 邦正 ｲﾁﾉｸﾗ ｸﾆﾏｻ 札幌市 3:31:57

116 4 中村 直之将 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾉｽｹ 池田町 3:32:22

117 562 樽井 貴広 ﾀﾙｲ ﾀｶﾋﾛ 名寄市 3:33:03

118 302 安田 哲平 ﾔｽﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 北広島市 3:33:05

119 76 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 旭川市 3:33:08

120 96 ｋａｎｎｏ ｙｕｋｉｏ ｶﾝﾉ ﾕｷｵ 帯広市 3:33:09

121 738 安野 昭彦 ﾔｽﾉ ｱｷﾋｺ 札幌市 3:33:13

122 319 岩井 千代志 ｲﾜｲ ﾁﾖｼ 函館市 3:33:14

123 733 荒木 修 ｱﾗｷ ｵｻﾑ 札幌市 3:33:23

124 153 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 札幌市 3:33:56

125 269 河合 新太郎 ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:34:10

126 79 村中 共太郎 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ 別海町 3:34:19

127 335 中野 誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 根室市 3:34:24

128 160 中村 正範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 平取町 3:35:00

129 429 今井 悦史 ｲﾏｲ ｴﾂｼ 登別市 3:35:34

130 639 大山 幸成 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ 新十津川町 3:35:58

131 751 水谷 紀之 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 3:36:40

132 260 目崎 拓也 ﾒｻｷ ﾀｸﾔ 音更町 3:36:45

133 670 河口 直規 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 札幌市 3:36:55

134 468 松本 羊宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:37:00

135 552 平澤 康之 ﾋﾗｻﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市 3:37:28

136 701 生野 貴之 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 帯広市 3:37:47

137 437 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:38:01

138 303 渋谷 健二 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:38:38

139 54 阿部 匡樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:38:44

140 422 大洞 篤志 ｵｵﾎﾞﾗ ｱﾂｼ 小樽市 3:38:50

141 703 畑 昌吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 3:39:24

142 415 縣 尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ 札幌市 3:39:33

143 338 田頭 理 ﾀｶﾞｼﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:39:41

144 327 藤井 隆史 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 本別町 3:40:29

145 603 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:40:33

146 65 渡邊 敏嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾂｸﾞ 札幌市 3:40:39

147 709 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 中標津町 3:40:57

148 812 西澤 輝紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾙｷ 札幌市 3:42:11

149 454 堀野 宏一 ﾎﾘﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:42:57

150 904 武田 弘毅 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 岩見沢市 3:43:12
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151 561 井谷 勝哉 ｲﾀﾆ ｶﾂﾔ 札幌市 3:43:22

152 519 酒井 慶 ｻｶｲ ｹｲ 江別市 3:43:34

153 368 相原 鉄平 ｱｲﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳市 3:43:57

154 1089 加地 敬宏 ｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 江別市 3:44:57

155 645 生水 克典 ｼｮｳｽﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 札幌市 3:45:23

156 569 福島 洋一 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 3:45:35

157 984 鶴田 英彦 ﾂﾙﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ 札幌市 3:45:36

158 920 矢留 茂和 ﾔﾄﾒ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 3:45:41

159 362 江澤 芳基 ｴｻﾞﾜ ﾖｼｷ 札幌市 3:45:58

160 727 中静 一棋 ﾅｶｼｽﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:46:13

161 527 新居 大輔 ﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:46:42

162 747 佐々木 勇太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 北広島市 3:47:13

163 446 濱谷 政充 ﾊﾏﾔ ﾏｻﾐﾂ 札幌市 3:48:01

164 517 榊 貴祐 ｻｶｷ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:48:25

165 332 志田 俊明 ｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 苫小牧市 3:49:10

166 544 吉﨑 淳 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 札幌市 3:49:11

167 618 村上 和彦 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 3:49:19

168 674 古林 一馬 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市 3:49:31

169 629 荒木 英世 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾖ 函館市 3:49:32

170 623 富森 剛 ﾄﾐﾓﾘ ｺﾞｳ 倶知安町 3:49:50

171 750 中田 貴文 ﾅｶﾀ ﾀｶﾌﾐ 北広島市 3:49:55

172 755 石坂 泰一郎 ｲｼｻﾞｶ ﾀｲｲﾁﾛｳ 札幌市 3:50:06

173 658 辻 晃 ﾂｼﾞ ｱｷﾗ 旭川市 3:50:43

174 553 岡 譲 ｵｶ ﾕｽﾞﾙ 美唄市 3:51:00

175 729 齊藤 政利 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 美唄市 3:51:08

176 679 辻 政樹 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:51:14

177 656 林 達郎 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾛｳ 札幌市 3:51:44

178 942 鹿内 俊一郎 ｼｶﾅｲ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 北見市 3:51:54

179 533 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 3:52:10

180 590 佐々木 宏平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 札幌市 3:52:12

181 805 田賀 信雄 ﾀｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 札幌市 3:52:52

182 101 松井 俊二 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｼﾞ 札幌市 3:53:18

183 459 齊藤 栄三 ｻｲﾄｳ ｴｲｿﾞｳ 札幌市 3:53:31

184 365 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 3:53:39

185 666 五十里 宗久 ｲｶﾘ ﾑﾈﾋｻ 倶知安町 3:53:59

186 438 金子 英樹 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:54:01

186 959 江田 直弘 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 3:54:01

188 642 内山 暁 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾗ 札幌市 3:54:09

189 881 緑川 史治 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾌﾐﾊﾙ 網走市 3:54:13

190 554 渡邉 智法 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 3:54:16

191 471 津田 史行 ﾂﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ 札幌市 3:54:17

192 902 三島 剛 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 札幌市 3:54:35

193 460 杉山 竜夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂｵ 札幌市 3:54:51

194 654 清野 義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 3:55:02

195 324 村井 雅人 ﾑﾗｲ ﾏｻﾄ 札幌市 3:55:36

196 556 妹尾 強司 ｾｵ ﾂﾖｼ 釧路市 3:55:46

197 496 白井 基輝 ｼﾗｲ ﾓﾄｷ 札幌市 3:56:09

198 1043 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 札幌市 3:56:19

199 943 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 札幌市 3:56:24

200 457 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 札幌市 3:56:48
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201 344 高塚 弘 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｼ 小樽市 3:57:04

202 321 岩間 倫秀 ｲﾜﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 札幌市 3:57:06

203 655 越前 智規 ｴﾁｾﾞﾝ ﾄﾓｷ 苫小牧市 3:57:12

204 1060 合田 浩朗 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｵ 余市町 3:57:30

204 707 竹部 誠 ﾀｹﾍﾞ ｾｲ 札幌市 3:57:30

206 139 桃原 大助 ﾓﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 3:57:34

207 678 早川 秀雄 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 北見市 3:58:13

208 1015 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:58:16

209 398 井手 昭吾 ｲﾃﾞ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 3:58:22

210 848 小笠原 祥一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 3:58:34

211 1076 柴田 裕司 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 3:58:39

212 345 柴本 晃宗 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 北見市 3:59:11

213 559 塩野入 博昭 ｼｵﾉｲﾘ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:59:18

214 380 泉 国雄 ｲｽﾞﾐ ｸﾆｵ 札幌市 3:59:21

215 732 子安 真吾 ｺﾔｽ ｼﾝｺﾞ 旭川市 3:59:33

216 1044 大竹 祐介 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:59:45

217 588 柳谷 直樹 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵｷ 岩見沢市 4:00:38

218 462 鈴木 啓 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 札幌市 4:00:46

219 1001 山口 秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 登別市 4:01:03

220 621 鈴木 秀徳 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 旭川市 4:01:05

221 602 田中 俊行 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 幕別町 4:01:20

222 633 阿部 謙一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:01:47

223 715 川道 正次 ｶﾜﾐﾁ ｼｮｳｼﾞ 千歳市 4:01:54

224 592 山本 賢二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 登別市 4:03:21

225 364 本間 理央 ﾎﾝﾏ ﾘｵ 札幌市 4:03:22

226 696 板橋 孝幸 ｲﾀﾊｼ ﾀｶﾕｷ 旭川市 4:03:30

227 405 中島 康成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 札幌市 4:04:13

228 722 齋藤 崇 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 4:04:33

229 740 目黒 祥久 ﾒｸﾞﾛ ﾖｼﾋｻ 札幌市 4:04:48

230 858 新妻 懇 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾏｺﾄ 函館市 4:05:23

231 494 伊達 和哉 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾔ 新篠津村 4:06:37

232 661 竹薮 番 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾊﾞﾝ 札幌市 4:07:15

233 1081 宮部 宗明 ﾐﾔﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ 帯広市 4:07:28

234 501 佐藤 晃二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:07:46

235 442 猪俣 直哉 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ 札幌市 4:07:56

236 684 安藤 淳志 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 札幌市 4:08:39

237 845 五十嵐 政史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 岩見沢市 4:09:50

237 488 可香谷 賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 札幌市 4:09:50

239 977 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 岩見沢市 4:10:12

240 250 山本 直弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 4:10:13

241 270 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 千歳市 4:10:50

242 692 大越 建治 ｵｵｺｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市 4:10:55

243 379 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 4:11:22

244 933 飯島 康生 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｵ 札幌市 4:12:04

245 595 遠藤 友樹弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 滝川市 4:12:05

246 806 山家 裕一 ﾔﾏﾔ ﾕｳｲﾁ 札幌市 4:12:50

247 922 山崎 誠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 函館市 4:12:58

248 449 松永 崇 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｼ 札幌市 4:13:09

248 1100 大平 信貴 ｵｵﾋﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 4:13:09

250 1028 船瀬 寛夫 ﾌﾅｾ ﾋﾛｵ 札幌市 4:13:42
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251 323 澤里 仁 ｻﾜｻﾄ ｼﾞﾝ 小樽市 4:14:00

252 545 清水 達矢 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:15:49

253 574 木野 靖史 ｷﾉ ﾔｽｼ 札幌市 4:15:59

254 682 大塚 祐史 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:16:13

255 630 長谷川 廣和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 4:16:43

256 889 林 秀一 ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 札幌市 4:17:15

257 484 遠山 政典 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 4:19:15

258 802 向井 晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 札幌市 4:19:25

259 916 佐々木 英之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 4:19:52

260 801 岡田 洋一 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:20:10

261 1000 黒川 暁夫 ｸﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 4:20:37

262 702 池亀 秀隆 ｲｹｶﾞﾒ ﾋﾃﾞﾀｶ 千歳市 4:20:55

263 832 村川 健太郎 ﾑﾗｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 江別市 4:21:45

264 817 駒井 陽介 ｺﾏｲ ﾖｳｽｹ 札幌市 4:23:09

265 563 児玉 雅彰 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｱｷ 千歳市 4:24:04

266 456 阿部島 直哉 ｱﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ 札幌市 4:24:11

267 346 高木 潤 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 4:24:16

268 587 佐藤 方亮 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 滝川市 4:24:49

269 731 清井 崇行 ｾｲｲ ﾀｶﾕｷ 江別市 4:26:03

270 958 山川 俊 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 4:26:52

271 671 志賀 紀之 ｼｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 4:27:41

272 1064 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 恵庭市 4:27:59

273 1050 若林 つとむ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:29:00

274 490 菊池 紀宏 ｷｸﾁ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 4:29:10

275 1080 吉田 武 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 4:29:25

276 434 大久保 浩一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ 登別市 4:29:40

276 1025 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:29:40

278 1048 宮川 弘明 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:30:56

279 947 高岡 誠 ﾀｶｵｶ ﾏｺﾄ 札幌市 4:31:11

280 499 月居 大典 ﾂｷｵﾘ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:31:55

281 824 和田 幸憲 ﾜﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 札幌市 4:32:56

282 453 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 4:32:57

283 859 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 滝川市 4:34:10

284 723 益子 隆志 ﾏｽｺ ﾀｶｼ 札幌市 4:34:24

285 515 谷野 修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 苫小牧市 4:35:52

286 450 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:35:56

287 1092 佐藤 真 ｻﾄｳ ｼﾝ 札幌市 4:37:50

288 1061 三浦 和則 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 安平町 4:38:10

289 1055 岩崎 芳規 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 4:39:00

290 995 山内 新一 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｲﾁ 訓子府町 4:39:28

291 888 村井 宏行 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:42:25

292 979 嶋田 佳仁 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 札幌市 4:43:30

293 921 大野 健太郎 ｵｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 4:44:51

294 938 吉川 智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 帯広市 4:45:47

295 870 小野寺 良孝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 4:46:08

296 936 遠山 栄毅 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:48:01

297 307 森若 慎史 ﾓﾘﾜｶ ｼﾝｼﾞ 江別市 4:48:29

298 877 吉光 祐揮 ﾖｼﾐﾂ ﾕｳｷ 札幌市 4:49:51

299 887 小田倉 貴之 ｵﾀﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 小樽市 4:50:33

300 853 井澗 孝 ｲﾀﾆ ﾀｶｼ 札幌市 4:51:19
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301 1077 松下 豪 ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ 札幌市 4:51:57

302 1106 髙木 亨史 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:55:08

303 1018 川井 康司 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 札幌市 4:59:56

304 1047 喜多 真哉 ｷﾀ ｼﾝﾔ 札幌市 5:00:22

305 937 原田 明弥 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾔ 札幌市 5:01:28

306 879 久保田 義昭 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｱｷ 苫小牧市 5:09:28

307 895 小林 政宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 5:10:38

308 906 中島 豪 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾞｳ 小樽市 5:19:37

309 1105 石井 良和 ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 5:22:41

310 826 帰家 大祐 ｷﾔ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 5:36:49

311 896 小山 司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ 帯広市 5:37:52

312 1073 本田 健 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝ 札幌市 5:39:12

313 1021 三品 泰二郎 ﾐｼﾅ ﾀｲｼﾞﾛｳ 札幌市 5:40:12

314 1091 明石 祥吾 ｱｶｼ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 5:50:19

315 952 横山 忠幸 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 札幌市 5:53:04

316 1036 佐久間 義人 ｻｸﾏ ﾖｼﾋﾄ 今金町 6:11:00

317 827 浦島 肇 ｳﾗｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 6:13:00

318 1071 渡邊 健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 6:17:08
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