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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 5156 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ 札幌市 0:39:57

2 5031 坂野 彰則 ｻｶﾉ ｱｷﾉﾘ 札幌市 0:42:43

3 5149 五十嵐 治 ｲｶﾞﾗｼ ｵｻﾑ 札幌市 0:43:25

4 5134 船木 雅直 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅｵ 札幌市 0:44:15

5 5142 倉野 真一 ｸﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 釧路市 0:45:02

6 5177 鈴木 雅彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 旭川市 0:46:36

7 5051 田口 秀樹 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 0:47:11

8 5185 品田 宣貴 ｼﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 札幌市 0:47:14

9 5024 高井 秀利 ﾀｶｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 網走市 0:47:51

10 5212 四方 孝 ﾖﾓ ﾀｶｼ 札幌市 0:48:05

11 5093 川畑 和博 ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 室蘭市 0:49:31

12 5218 羽澄 貴浩 ﾊｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:49:51

13 5067 戸原 慎吾 ﾄﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 石狩市 0:50:13

14 5188 村上 英寿 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 札幌市 0:50:32

15 5148 高橋 康郎 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾛｳ 札幌市 0:51:05

16 5114 四方 大史 ﾖﾓ ﾀﾞｲｼ 千歳市 0:51:09

17 5180 酒井 賢二 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 札幌市 0:51:39

18 5013 細田 幸秀 ﾎｿﾀﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 札幌市 0:52:11

19 5232 国府田 英之 ｺｳﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 千歳市 0:52:46

20 5179 合田 省三 ｺﾞｳﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 札幌市 0:52:57

21 5063 寺澤 典晃 ﾃﾗｻﾜ ﾉﾘｱｷ 旭川市 0:53:29

22 5102 荒田 崇 ｱﾗﾀ ﾀｶｼ 札幌市 0:54:13

23 5010 竹島 英樹 ﾀｹｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 洞爺湖町 0:54:27

24 5158 石井 克佳 ｲｼｲ ｶﾂﾖｼ 千歳市 0:54:30

25 5118 川口 博 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 恵庭市 0:56:34

26 5001 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 石狩市 0:56:56

27 5130 針間 輝実彦 ﾊﾘﾏ ｷﾐﾋｺ 札幌市 0:57:00

28 5092 白川部 稔 ｼﾗｶﾜﾍﾞ ﾐﾉﾙ 旭川市 0:58:28

29 5108 立山 正和 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 夕張市 0:59:11

30 5069 後藤 幸一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:00:15

31 5095 長尾 隆広 ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:01:24

32 5027 牧野 孝一 ﾏｷﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:01:53

33 5123 谷口 晶吾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:01:58

34 5151 福士 叔孝 ﾌｸｼ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:05:41

35 5139 九龍 八道 ｸｳﾛﾝ ﾊﾁﾐﾁ 札幌市 1:06:51

36 5046 倉 敏郎 ｸﾗ ﾄｼﾛｳ 長沼町 1:07:54

37 5037 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 苫小牧市 1:10:05

38 5061 山根 輝之 ﾔﾏﾈ ﾃﾙﾕｷ 石狩市 1:12:20

39 5147 大場 日出男 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ 札幌市 1:17:12

40 5219 松木 賢治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:19:26

41 5079 室谷 光治 ﾑﾛﾔ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:08:54
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