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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 5226 板垣 洋平 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 千歳市 0:32:58

2 5038 久村 幸己 ﾋｻﾑﾗ ｺｳｷ 恵庭市 0:33:53

3 5181 青戸 信介 ｱｵﾄ ｼﾝｽｹ 恵庭市 0:35:48

4 5030 滝沢 敏之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 札幌市 0:36:57

5 5119 新山 秀一 ﾆｲﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 札幌市 0:37:18

6 5011 川瀬 寛 ｶﾜｾ ﾋﾛｼ 札幌市 0:37:29

7 5106 加地 誠 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 0:37:50

8 5223 野切 完相 ﾉｷﾞﾘ ｻﾀﾞｽｹ 札幌市 0:37:52

9 5175 佐藤 一平 ｻﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 旭川市 0:38:03

10 5146 森山 諭 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄｼ 北広島市 0:38:25

11 5203 御厩 誠 ﾐﾏﾔ ﾏｺﾄ 札幌市 0:39:13

12 5141 渋谷 隆 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 札幌市 0:39:56

13 5192 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 0:40:11

14 5220 近井 祐介 ﾁｶｲ ﾕｳｽｹ 札幌市 0:40:15

15 5090 樋口 正則 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 0:40:51

16 5015 高橋 裕智 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 0:41:50

17 5229 都筑 正勝 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻｶﾂ 札幌市 0:41:54

18 5064 井野 直博 ｲﾉ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 0:42:01

19 5003 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 千歳市 0:42:14

20 5022 児玉 幸司 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 登別市 0:42:32

20 5214 井口 祐輔 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 0:42:32

22 5049 橋本 満洋 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 0:42:47

23 5210 廣田 哲也 ﾋﾛﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 0:43:30

24 5112 澤口 敏洋 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 湧別町 0:44:59

25 5213 佐川 直哉 ｻｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 札幌市 0:45:34

26 5105 前田 知浩 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 函館市 0:45:42

27 5133 藤原 裕樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 札幌市 0:46:17

28 5196 西村 泰史 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 札幌市 0:46:42

29 5138 吉崎 純也 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 旭川市 0:47:27

30 5053 竹林 真 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 石狩市 0:47:53

30 5150 木村 郁夫 ｷﾑﾗ ｲｸｵ 札幌市 0:47:53

32 5234 砂金 和之 ｲｻｺﾞ ｶｽﾞﾕｷ 函館市 0:48:08

33 5052 神田 純 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 札幌市 0:48:21

33 5122 千葉 将則 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 0:48:21

35 5224 北沢 将志 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ 札幌市 0:48:42

36 5174 高桑 宣人 ﾀｶｸﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 0:48:44

37 5152 渡辺 秀雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 室蘭市 0:48:51

38 5089 白井 宏 ｼﾗｲ ﾋﾛｼ 札幌市 0:49:35

39 5099 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:50:21

40 5066 菅野 太 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 恵庭市 0:50:47

41 5201 山崎 雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 札幌市 0:51:13

42 5206 小熊 洋海 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛｳﾐ 札幌市 0:51:36

43 5014 大平 尚樹 ｵｵﾋﾗ ﾅｵｷ 函館市 0:52:11

44 5166 永渕 拓二 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾀｸｼﾞ 札幌市 0:52:28

45 5045 渡辺 貴則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 石狩市 0:52:29

46 5236 宮田 剛 ﾐﾔﾀ ﾂﾖｼ 札幌市 0:52:39

47 5101 澤口 尚貴 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長沼町 0:52:40

48 5169 蝦名 和広 ｴﾋﾞﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 0:52:44

49 5129 広瀬 和富 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾄﾐ 札幌市 0:53:34

50 5194 本間 康人 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾋﾄ 札幌市 0:54:02
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51 5173 菅井 輝彦 ｽｶﾞｲ ﾃﾙﾋｺ 江別市 0:54:22

52 5164 富澤 大和 ﾄﾐｻﾜ ﾔﾏﾄ 帯広市 0:54:57

53 5170 赤井 裕典 ｱｶｲ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 0:55:06

54 5157 小賀坂 貴広 ｺｶﾞｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:55:31

55 5143 七條 潤 ｼﾁｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 札幌市 0:56:07

56 5076 池田 克美 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 札幌市 0:56:22

57 5074 小出 謙二 ｺｲﾃﾞ ｹﾝｼﾞ 当別町 0:57:22

58 5041 笹島 宏 ｻｻｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 0:57:26

58 5073 中村 輝之 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ 苫小牧市 0:57:26

60 5190 前田 穣 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 札幌市 0:57:29

61 5187 北川 紀洋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 0:57:38

62 5021 山腰 直樹 ﾔﾏｺｼ ﾅｵｷ 札幌市 0:58:55

63 5155 岡本 広志 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 札幌市 0:59:09

63 5182 金 勝広 ｶﾈ ｶﾂﾋﾛ 札幌市 0:59:09

65 5044 山井 理史 ﾔﾏｲ ﾀﾀﾞｼ 北広島市 0:59:43

66 5199 長谷川 雅人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 北広島市 0:59:53

67 5019 角田 喬生 ｶｸﾀ ﾀｶｵ 札幌市 1:02:47

68 5018 清尾 慎司 ｾｵ ｼﾝｼﾞ 札幌市 1:02:48

69 5198 長尾 知哉 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾔ 札幌市 1:03:18

70 5205 堀 俊介 ﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 1:03:30

71 5110 木村 純一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 江別市 1:04:06

72 5233 丸山 亮介 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 1:07:06

73 5057 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 札幌市 1:08:37

74 5007 渡部 健人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 北広島市 1:08:40

75 5126 本間 百 ﾎﾝﾏ ﾓﾓ 札幌市 1:09:06

76 5047 附田 和之 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 1:20:26
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