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1 183 三田 和博 ﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 千歳市 2:48:13

2 170 高橋 俊幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 札幌市 2:50:41

3 78 中里 喜義 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖｼ 札幌市 2:55:53

4 249 佐々木 雅明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 千歳市 2:56:48

5 84 松野 晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 更別村 2:57:26

6 100 丸山 浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 2:57:45

7 165 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 2:57:55

8 8 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市 2:58:06

9 26 鈴木 隆志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 旭川市 2:59:02

10 253 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧市 2:59:05

11 150 田中 耕一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 遠軽町 2:59:15

12 598 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 2:59:35

13 107 市川 秀樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 帯広市 2:59:40

14 242 三上 誉利 ﾐｶﾐ ﾀｶﾄｼ 千歳市 3:00:29

15 28 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:02:38

16 90 島田 真悟 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 札幌市 3:02:45

17 117 高田 浩二 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 苫小牧市 3:02:54

18 68 鈴木 広基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 江別市 3:05:49

19 73 金沢 明尚 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾋｻ 札幌市 3:06:39

20 14 古内 一 ﾌﾙｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 3:06:44

21 226 義平 大樹 ﾖｼﾋﾗ ﾀｲｷ 江別市 3:06:57

22 39 山下 知己 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ 札幌市 3:07:13

23 132 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:07:23

24 10 長谷川 公範 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ 札幌市 3:07:24

25 191 松浦 明 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 札幌市 3:07:40

26 131 二田 康司 ﾌﾀﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岩見沢市 3:08:30

27 167 岡部 聡 ｵｶﾍﾞ ｻﾄｼ 札幌市 3:08:46

28 75 島津 一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 千歳市 3:08:56

29 77 長内 裕宣 ｵｻﾅｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 旭川市 3:09:50

30 46 今井 英樹 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｷ 士別市 3:10:45

31 155 須藤 信章 ｽﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ 旭川市 3:11:11

32 66 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市 3:11:21

33 754 南澤 明宏 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:11:40

34 95 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌市 3:12:00

35 229 辻 貴仁 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾄ 乙部町 3:12:36

36 120 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 3:13:30

37 147 西尾 英樹 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:14:42

38 34 稲葉 仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 札幌市 3:15:02

39 211 高井 宏治 ﾀｶｲ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:15:31

40 86 岩間 直樹 ｲﾜﾏ ﾅｵｷ 江別市 3:16:07

41 119 土岐 直樹 ﾄﾞｷ ﾅｵｷ 札幌市 3:16:19

42 441 神谷 博之 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 遠軽町 3:16:37

43 372 鍛治川 裕二 ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳｼﾞ 北広島市 3:17:25

44 145 西條 建一 ｻｲｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 千歳市 3:17:43

45 230 東泊 優 ｺﾁﾄﾞﾏﾘ ﾏｻﾙ 札幌市 3:18:24

46 59 青木 敬隆 ｱｵｷ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 3:18:39

47 597 茅生 晃 ｶﾔｵｲ ｱｷﾗ 江別市 3:18:52

48 255 村山 保志人 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼﾄ 札幌市 3:20:29

49 409 上坂 貴洋 ｳｴｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:20:54

50 210 清宮 隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 札幌市 3:22:45
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51 159 湯浅 英樹 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:23:34

52 1024 加藤 雅浩 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:23:47

53 421 津山 雄司 ﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:23:54

54 262 林 正次 ﾊﾔｼ ﾏｻｼﾞ 札幌市 3:23:58

55 578 吉野 泰幸 ﾖｼﾉ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 3:24:24

56 171 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市 3:25:06

57 192 高橋 雅史 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 札幌市 3:25:13

58 495 小林 憲弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:25:15

59 370 藪中 晃宏 ﾔﾌﾞﾅｶ ｱｷﾋﾛ 士別市 3:26:22

60 93 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 帯広市 3:26:57

61 637 高橋 宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:27:02

62 739 川端 建吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 札幌市 3:27:08

63 435 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 苫小牧市 3:27:25

64 82 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 苫小牧市 3:27:31

65 62 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 3:27:49

66 444 森 良一 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 恵庭市 3:28:02

67 589 渡部 裕幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:28:38

68 497 遠藤 和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 3:28:49

69 748 金子 弘樹 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 札幌市 3:29:08

70 37 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 札幌市 3:29:14

71 354 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:30:13

72 485 金川 眞行 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 札幌市 3:30:22

73 166 米田 冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌市 3:31:03

74 43 高橋 厚一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:32:01

75 383 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 3:33:05

76 724 二本柳 昌哉 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾔ 札幌市 3:33:49

77 643 神山 一哉 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 札幌市 3:34:27

78 259 星野 清統 ﾎｼﾉ ｷﾖﾉﾌﾞ 札幌市 3:34:41

79 483 佐藤 佐武郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 登別市 3:35:10

80 343 水間 剛 ﾐｽﾞﾏ ﾂﾖｼ 名寄市 3:35:26

81 616 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 札幌市 3:36:35

82 381 中村 暢希 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｷ 札幌市 3:36:42

83 384 吉田 磨仁 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾋﾄ 札幌市 3:37:37

84 413 大畑 浩一 ｵｵﾊﾀ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:37:42

85 973 小野 明裕 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:37:56

86 312 大川原 辰也 ｵｵｶﾜﾗ ﾀﾂﾔ 札幌市 3:38:53

87 481 吉野 務 ﾖｼﾉ ﾂﾄﾑ 北広島市 3:39:15

88 267 苫米地 哲 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｻﾄﾙ 函館市 3:40:43

89 376 西村 壽人 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 北広島市 3:42:11

90 530 山角 雄一 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 美唄市 3:42:35

91 336 小林 則宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:42:56

92 382 小笠原 明 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 札幌市 3:42:57

93 263 久保 昭雄 ｸﾎﾞ ｱｷｵ 帯広市 3:43:15

94 264 今井田 尚文 ｲﾏｲﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 札幌市 3:43:31

95 487 福本 聖広 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:44:32

96 568 雲野 明 ｳﾝﾉ ｱｷﾗ 岩見沢市 3:44:46

97 833 石田 力 ｲｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 札幌市 3:45:51

98 644 磯貝 晃一 ｲｿｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 北広島市 3:46:09

99 111 橋場 教司 ﾊｼﾊﾞ ﾉﾘｼﾞ 札幌市 3:46:14

100 632 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 3:46:17
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101 109 井上 貴弘 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:46:33

102 112 安藤 勇治 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 美唄市 3:47:47

103 347 中村 昭則 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 札幌市 3:47:49

104 536 北山 巴俊 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾄｼ 札幌市 3:47:54

105 736 五十嶋 初夫 ｲｿｼﾞﾏ ﾊﾂｵ 函館市 3:48:00

106 252 敦川 浩之 ﾂﾙｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 函館市 3:48:24

107 570 小田島 渉 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:48:50

108 708 片山 敬義 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 小樽市 3:50:08

109 619 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 札幌市 3:50:26

110 737 加茂 忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 音更町 3:50:34

111 641 中山 光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 3:50:44

112 361 宮崎 恭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 札幌市 3:52:03

113 179 関口 和則 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 恵庭市 3:52:41

114 162 佐々木 敏則 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ 室蘭市 3:52:58

115 56 小倉 健三 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 3:53:08

116 464 細野 正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ 帯広市 3:53:23

117 809 井沢 明正 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾏｻ 札幌市 3:53:26

118 188 池田 修 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 札幌市 3:53:27

119 962 貝津 鉄朗 ｶｲﾂﾞ ﾃﾂｵ 札幌市 3:54:14

120 551 小島 明夫 ｵｼﾞﾏ ｱｷｵ 札幌市 3:54:36

121 593 住岡 達也 ｽﾐｵｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 3:54:52

122 712 喜多 敦浩 ｷﾀ ｱﾂﾋﾛ 旭川市 3:55:13

123 425 児玉 哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:55:15

124 371 大竹 芳彦 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾋｺ 札幌市 3:56:02

125 1020 坂原 淳史 ｻｶﾊﾗ ｱﾂｼ 札幌市 3:56:03

126 687 大関 健司 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:56:38

127 640 石坂 育仁 ｲｼｻｶ ﾔｽﾋﾄ 札幌市 3:56:54

128 697 水井 清浩 ﾐｽﾞｲ ｷﾖﾋﾛ 札幌市 3:57:08

129 686 岡田 康範 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 3:57:21

130 1052 田原 正己 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾐ 石狩市 3:57:33

131 310 幌岩 雄二 ﾎﾛｲﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:57:48

132 1032 森 武仁 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 札幌市 3:57:57

133 317 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 東川町 3:58:29

134 524 中山 雄一 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 札幌市 3:58:45

135 356 菊池 俊文 ｷｸﾁ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 3:58:51

136 439 梶沼 勉 ｶｼﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:00:21

137 1031 松田 宏明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 北広島市 4:00:41

138 1033 湯浅 芳和 ﾕｱｻ ﾖｼｶｽﾞ 滝川市 4:00:56

139 844 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 江別市 4:00:59

140 386 高崎 大 ﾀｶｻｷ ﾏｻﾙ 札幌市 4:01:06

141 964 若松 重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 4:01:15

142 1096 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 札幌市 4:02:54

143 401 田村 雄也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 札幌市 4:04:18

144 605 道下 暢二 ﾐﾁｼﾀ ﾖｳｼﾞ 共和町 4:04:49

145 311 伯谷 英明 ﾊｸﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 留萌市 4:06:57

146 1007 牧野 実 ﾏｷﾉ ﾐﾉﾙ 札幌市 4:07:38

147 526 斉藤 孝博 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:07:52

148 313 荒木地 剛 ｱﾗｷﾁ ﾂﾖｼ 旭川市 4:08:55

149 328 小椋 久徳 ｵｸﾞﾗ ﾋｻﾉﾘ 士別市 4:09:14

150 927 葛西 仁 ｶｻｲ ﾋﾄｼ 札幌市 4:09:29
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151 719 吉岡 史幸 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾕｷ 札幌市 4:11:12

152 830 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 江別市 4:12:15

153 591 皆川 英嗣 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 三笠市 4:12:25

154 688 岡崎 隆憲 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 安平町 4:12:40

155 601 関根 司 ｾｷﾈ ﾂｶｻ 札幌市 4:13:22

156 681 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市 4:13:25

157 880 藤田 孝明 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｱｷ 余市町 4:14:23

158 48 寺島 直人 ﾃﾗｼﾏ ﾅｵﾄ 札幌市 4:15:04

159 411 紙本 和尚 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市 4:15:08

160 400 舘山 隆広 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 4:16:20

161 910 大野 正史 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 札幌市 4:17:06

162 836 天池 晃 ｱﾏｲｹ ｱｷﾗ 札幌市 4:18:11

162 480 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 室蘭市 4:18:11

164 1005 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 4:18:17

165 463 菊池 勉 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 札幌市 4:18:47

166 579 森 久夫 ﾓﾘ ﾋｻｵ 帯広市 4:19:06

167 839 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 札幌市 4:19:36

168 547 島川 邦彦 ｼﾏｶﾜ ｸﾆﾋｺ 小樽市 4:19:52

169 860 北川 和祐 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 4:20:26

170 857 久保田 修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ 札幌市 4:20:36

171 608 稲田 淳 ｲﾅﾀﾞ ｱﾂｼ 旭川市 4:22:14

172 448 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 4:23:42

173 865 川口 研二郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 旭川市 4:24:27

174 730 佐々木 未来 ｻｻｷ ﾐｷ 札幌市 4:24:41

175 849 佐藤 範之 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 4:24:48

176 1040 澤田 真樹 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 札幌市 4:25:28

177 1023 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 4:25:56

178 808 田中 強 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 羽幌町 4:26:12

179 1082 長田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 旭川市 4:26:55

180 1057 萩原 義晃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 札幌市 4:28:26

181 978 板橋 潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 帯広市 4:29:45

182 822 坂下 政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 幕別町 4:30:04

183 932 滝沢 信喜 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｷ 小樽市 4:30:12

184 814 屋久 浩典 ﾔﾋｻ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 4:31:21

185 1079 斗内 陽司 ﾄﾅｲ ﾖｳｼﾞ 小樽市 4:32:37

186 1068 角 弘樹 ｽﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 4:34:29

187 1065 椎原 大直 ｼｲﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 4:34:48

188 915 鈴木 宏一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 札幌市 4:35:19

189 820 井田 操 ｲﾀﾞ ﾐｻｵ 札幌市 4:36:20

190 983 矢部 卓二 ﾔﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 札幌市 4:36:44

191 1042 飛田 政昭 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻｱｷ 札幌市 4:36:52

192 868 川城 隆一 ｶﾜｼﾛ ﾘｭｳｲﾁ 札幌市 4:37:01

193 549 榎本 和光 ｴﾉﾓﾄ ﾜｺｳ 旭川市 4:38:18

194 816 大熊 洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:39:06

195 647 塩見 恵吾 ｼｵﾐ ｹｲｺﾞ 札幌市 4:42:11

196 1093 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 札幌市 4:42:45

197 998 柚原 洋一 ﾕﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:43:14

198 941 水島 正人 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾄ 札幌市 4:44:13

199 1108 西森 英史 ﾆｼﾓﾘ ﾋﾃﾞﾌﾐ 札幌市 4:45:44

200 1099 野月 洸一 ﾉﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:46:53
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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

201 935 砂金 博明 ｲｻｺﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:47:13

202 874 水上 貴晴 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾊﾙ 札幌市 4:48:52

203 986 萬年 宏之 ﾏﾝﾈﾝ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:50:02

204 1059 佐藤 邦昭 ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ 札幌市 4:51:11

205 1103 増田 直嗣 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 札幌市 4:51:50

206 996 後原 誠 ｱﾄﾊﾗ ﾏｺﾄ 千歳市 4:52:06

207 1067 林 博行 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 江別市 4:53:12

208 828 籏本 恵介 ﾊﾀﾓﾄ ｹｲｽｹ 札幌市 4:54:31

209 893 渡辺 正史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 小樽市 4:55:29

210 1030 力久 裕樹 ﾘｷﾋｻ ﾋﾛｷ 札幌市 4:55:51

211 1104 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:55:59

212 875 三上 哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 札幌市 4:57:13

213 914 藤枝 純一 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:57:55

214 1016 佐藤 富雄 ｻﾄｳ ﾄﾐｵ 札幌市 5:00:37

215 825 岡田 勇一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 岩見沢市 5:00:55

216 974 高橋 篤哉 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾔ 北見市 5:01:04

217 886 西尾 努 ﾆｼｵ ﾂﾄﾑ 札幌市 5:02:23

218 869 吉倉 宏一 ﾖｼｸﾗ ｺｳｲﾁ 札幌市 5:02:27

219 1026 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 札幌市 5:06:43

220 931 菊地 裕二 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ 音更町 5:07:42

221 807 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 5:08:47

222 923 石原 基 ｲｼﾊﾗ ﾓﾄｴ 網走市 5:10:06

223 976 市川 慶一 ｲﾁｶﾜ ｹｲｲﾁ 札幌市 5:11:49

224 965 浦崎 真 ｳﾗｻｷ ﾏｺﾄ 札幌市 5:15:59

225 1039 三重野 雅 ﾐｴﾉ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 5:17:09

226 854 網谷 和彦 ｱﾐﾔ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 5:20:53

227 831 中野 健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 厚沢部町 5:27:32

228 1038 今井 由典 ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 5:37:57

229 871 石原 尚之 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 札幌市 5:38:53

230 1086 藤田 和之 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 5:40:50

231 842 日戸 忠徳 ﾋﾉﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ 札幌市 5:48:49

232 999 小野 昌俊 ｵﾉ ﾏｻﾄｼ 札幌市 6:08:56

233 1045 石川 雄二 ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 6:21:39
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