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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 5084 大家 智希 ｵｵﾔ ﾄﾓｷ 室蘭市 0:34:21

2 5195 羽山 和宏 ﾊﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 0:34:28

3 5202 岩井 宏晃 ｲﾜｲ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:34:33

4 5154 畑中 大志 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 札幌市 0:34:59

5 5228 石岡 朋 ｲｼｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 千歳市 0:35:33

6 5023 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 室蘭市 0:36:06

7 5042 成田 大 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ 室蘭市 0:36:32

8 5178 小林 大暉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 札幌市 0:36:50

9 5071 梶原 亮 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 札幌市 0:37:19

10 5137 原田 翼 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 札幌市 0:37:20

11 5087 稲垣 俊紀 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼｷ 東川町 0:37:34

12 5193 笹川 瞬 ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝ 札幌市 0:37:50

13 5217 戸田 敦也 ﾄﾀﾞ ｱﾂﾔ 札幌市 0:38:19

14 5020 吉村 茂 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 旭川市 0:38:40

15 5132 松島 菊朝 ﾏﾂｼﾏ ｱｷﾄﾓ 帯広市 0:38:59

16 5172 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ 苫小牧市 0:39:09

17 5208 小西 龍典 ｺﾆｼ ﾀﾂﾉﾘ 札幌市 0:39:44

18 5035 湊 博詞 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｼ 登別市 0:39:52

19 5088 萱嶋 謙悟 ｶﾔｼﾏ ｹﾝｺﾞ 札幌市 0:40:03

20 5032 藤嶋 翔馬 ﾌｼﾞｼﾏ ｼｮｳﾏ 苫小牧市 0:40:45

21 5186 小川 裕生 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 札幌市 0:41:42

22 5124 遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 札幌市 0:44:05

23 5070 酒井 郁夫 ｻｶｲ ﾌﾐｵ 札幌市 0:44:06

24 5111 鳥山 航進 ﾄﾘﾔﾏ ｺｳｼﾝ 札幌市 0:45:00

25 5103 向井 優斗 ﾑｶｲ ﾕｳﾄ 千歳市 0:45:03

26 5211 高橋 基毅 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ 千歳市 0:45:53

27 5207 山下 卓也 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 函館市 0:46:16

28 5136 堀口 佳孝 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 札幌市 0:46:24

29 5072 山條 祐仁 ﾔﾏｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 江別市 0:46:29

30 5008 森本 剛史 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞｰ 札幌市 0:49:02

31 5176 小玉 淳史 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 札幌市 0:49:08

32 5094 長嶋 剛平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 豊浦町 0:49:23

33 5200 渡辺 涼太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 札幌市 0:49:36

34 5065 谷 和樹 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 札幌市 0:50:04

35 5028 牧野 健介 ﾏｷﾉ ｹﾝｽｹ 札幌市 0:50:36

36 5115 尾崎 智康 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 千歳市 0:51:30

37 5059 沼田 大地 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 札幌市 0:52:55

38 5081 追分 雅人 ｵｲﾜｹ ﾏｻﾄ 札幌市 0:53:22

39 5012 山腰 隆樹 ﾔﾏｺｼ ﾀｶｷ 札幌市 0:53:45

40 5104 上原 修平 ｳｴﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 札幌市 0:53:52

41 5120 田中 涼 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 帯広市 0:54:20

42 5113 坪田 蓮 ﾂﾎﾞﾀ ﾚﾝ 札幌市 0:54:42

43 5080 西村 光平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 札幌市 0:56:31

44 5165 飯間 真之 ｲｲﾏ ﾏｻﾕｷ 札幌市 0:56:32

45 5222 清水 健太 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 0:56:46

46 5239 遠藤 慶 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 石狩市 0:57:19

47 5144 工藤 喬 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 札幌市 0:58:04

48 5171 及川 啓紀 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ 札幌市 0:58:38

49 5183 内山 弘 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 0:59:26

50 5159 伊藤 成 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 札幌市 1:00:38
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51 5056 伊藤 匡亮 ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 札幌市 1:01:18

52 5161 渡邉 昭成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾅﾘ 札幌市 1:02:33

53 5128 為国 一気 ﾀﾒｸﾆ ｲｯｷ 札幌市 1:04:40

54 5075 佐藤 太紀 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 札幌市 1:04:57

55 5029 平田 拓也 ﾋﾗﾀ ﾀｸﾔ 札幌市 1:07:47

56 5025 芦野 友哉 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾔ 札幌市 1:17:47

57 5163 木村 佑介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:18:14
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