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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 233 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 札幌市 3:00:55

2 190 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 千歳市 3:05:26

3 486 藤田 隆行 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:20:42

4 432 柳 寛史 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 3:22:13

5 176 山家 秀正 ﾔﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 倶知安町 3:22:26

6 330 福田 聖哉 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 札幌市 3:24:12

7 710 竹島 均 ﾀｹｼﾏ ﾋﾄｼ 江別市 3:25:44

8 615 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 3:26:19

9 355 土赤 能史 ﾂﾁｱｶ ﾀｶｼ 北見市 3:27:57

10 539 橋詰 卓 ﾊｼｽﾞﾒ ﾀｸ 函館市 3:29:03

11 378 上野 強 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ 小樽市 3:31:57

12 580 阿部 喜栄治 ｱﾍﾞ ｷｴｼﾞ 北見市 3:32:38

13 357 阿部 一則 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 滝川市 3:34:20

14 38 徳田 実 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 札幌市 3:35:48

15 473 私市 和俊 ｷｻｲﾁ ｶｽﾞﾄｼ 札幌市 3:39:51

16 149 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 苫小牧市 3:40:59

17 478 泉 敏 ｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 苫小牧市 3:46:33

18 529 木村 浩幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:52:39

19 620 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 3:52:46

20 856 上西 光義 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾐﾂﾖｼ 北広島市 3:56:39

21 318 関本 修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ 旭川市 3:56:45

22 309 石川 隆夫 ｲｼｶﾜ ﾀｶｵ 札幌市 3:56:50

23 572 柳沢 一弥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 函館市 3:57:58

24 500 大山 実 ｵｵﾔﾏ ﾐﾉﾙ 当別町 3:58:05

25 596 横田 勝美 ﾖｺﾀ ｶﾂﾐ 札幌市 3:58:14

26 373 浜田 弘巳 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 札幌市 3:59:24

27 744 相澤 延行 ｱｲｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 3:59:30

28 541 成田 達也 ﾅﾘﾀ ﾀﾂﾔ 石狩市 4:00:35

29 397 多田 幸秀 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 滝川市 4:03:08

30 955 佐々木 英明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 網走市 4:04:20

31 433 南里 賢一 ﾅﾝﾘ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:06:33

32 694 花澤 清貴 ﾊﾅｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 恵庭市 4:07:05

33 711 高山 裕章 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 幌延町 4:08:22

34 600 笠井 健吉 ｶｻｲ ｹﾝｷﾁ 芦別市 4:09:53

35 864 舘岡 邦彦 ﾀﾃｵｶ ｸﾆﾋｺ 札幌市 4:10:38

36 939 松浦 光政 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾏｻ 苫小牧市 4:10:59

37 337 上岡 司郎 ｶﾐｵｶ ｼﾛｳ 江別市 4:17:13

38 867 都築 栄一 ﾂﾂﾞｷ ｴｲｲﾁ 旭川市 4:20:40

39 571 田中 浩樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 札幌市 4:26:49

40 387 東 明世 ｱｽﾞﾏ ｱｷﾖ 札幌市 4:27:55

41 892 加藤 和明 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 江別市 4:28:11

42 741 真鍋 三明 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 砂川市 4:28:33

43 581 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北斗市 4:32:02

44 1063 中村 昌毅 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 札幌市 4:32:25

45 985 菅原 要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 札幌市 4:33:10

46 1066 横田 清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 札幌市 4:38:00

47 883 吉田 洋一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 江別市 4:39:35

48 850 髙橋 亨 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 札幌市 4:39:46

49 946 南部 敏和 ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｶｽﾞ 札幌市 4:43:03

50 967 横尾 隆 ﾖｺｵ ﾀｶｼ 江別市 4:45:49
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51 981 猪村 達也 ｲﾑﾗ ﾀﾂﾔ 札幌市 4:46:21

52 863 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:46:31

53 810 大島 恒夫 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 札幌市 4:48:33

54 821 森田 淨司 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 札幌市 4:50:01

55 1022 若林 徹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 旭川市 4:51:24

56 960 齊藤 卓雄 ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 札幌市 4:53:09

57 168 近沢 照久 ﾁｶｻﾞﾜ ﾃﾙﾋｻ 札幌市 4:53:50

58 819 池端 英昭 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 石狩市 5:00:56

59 862 羽賀 重之 ﾊｶﾞ ｼｹﾞﾕｷ 札幌市 5:01:22

60 1097 中谷 豊 ﾅｶﾔ ﾕﾀｶ 札幌市 5:02:31

61 924 牧野 幸雄 ﾏｷﾉ ﾕｷｵ 由仁町 5:03:19

62 950 大野 光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 札幌市 5:06:49

63 1053 井上 正之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 札幌市 5:07:01

64 982 大谷 勝彦 ｵｵﾀﾆ ｶﾂﾋｺ 音更町 5:07:23

65 852 藤田 宏人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 江別市 5:09:52

66 1078 宮西 忠輝 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 北見市 5:20:23

67 970 長谷川 高正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 札幌市 5:22:28

68 997 岡田 浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 江別市 5:24:46

69 953 木谷 嘉孝 ｷﾔ ﾖｼﾀｶ 札幌市 5:27:52

70 894 田中 弓夫 ﾀﾅｶ ﾕﾐｵ 江別市 5:29:39

71 969 藤井 和哉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ 札幌市 5:34:51

72 917 山本 豊 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 札幌市 5:43:33

73 851 齋藤 佐登美 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ 札幌市 5:44:04

74 813 阿部 淳 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 5:44:32

75 980 兵藤 陽一 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 苫小牧市 5:44:58

76 803 吉岡 祥 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ 帯広市 5:51:01
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