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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 1 吉田 圭伸 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾝ 札幌市 1:16:50

2 10 今野 豪 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ 札幌市 1:21:07

3 116 堀田 直孝 ﾎｯﾀ ﾅｵﾀｶ 札幌市 1:21:59

4 12 岩井 宏晃 ｲﾜｲ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:23:45

5 45 川端 峰由紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 1:24:34

6 21 富名腰 拓 ﾌﾅｺｼ ﾀｸ 室蘭市 1:27:51

7 11 永沼 達郎 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾂﾛｳ 札幌市 1:28:02

8 4 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 苫小牧市 1:28:44

9 46 栗本 悠平 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 札幌市 1:29:16

10 132 黒坂 祐太 ｸﾛｻｶ ﾕｳﾀ 札幌市 1:30:24

11 13 藤村 一也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 札幌市 1:32:43

12 111 横井 尚輝 ﾖｺｲ ﾅｵｷ 滋賀県 1:33:08

13 41 山名 宏樹 ﾔﾏﾅ ﾋﾛｷ 札幌市 1:33:40

14 14 小倉 正寛 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:34:15

15 68 熊谷 健吾 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 札幌市 1:35:21

16 100 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 白老町 1:35:29

17 134 斉藤 悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 札幌市 1:35:50

18 110 木村 悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 札幌市 1:36:08

19 49 馬道 洋祐 ｳﾏﾐﾁ ﾖｳｽｹ 札幌市 1:36:25

20 76 佐藤 喜亮 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 札幌市 1:36:26

21 26 原田 聖矢 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ 中富良野町 1:37:05

22 146 吉田 卓己 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 苫小牧市 1:40:19

23 309 山口 敬之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:43:37

24 43 雪野 雅敬 ﾕｷﾉ ﾏｻﾀｶ 札幌市 1:43:40

25 208 吉田 源 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ 札幌市 1:44:21

26 52 小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 札幌市 1:44:46

27 147 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 遠軽町 1:45:02

28 127 小野 宏大 ｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ 札幌市 1:45:43

29 211 薮 隼人 ﾔﾌﾞ ﾊﾔﾄ 札幌市 1:46:08

30 218 峰 雄斗 ﾐﾈ ﾕｳﾄ 札幌市 1:46:25

31 243 堀 哲郎 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 1:47:15

32 401 杉本 清 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 札幌市 1:48:15

33 295 川島 俊介 ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 1:48:25

34 192 上原子 健介 ｶﾐﾊﾗｺ ｹﾝｽｹ 札幌市 1:49:14

35 548 今多 啓太 ｲﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 1:50:15

36 215 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新十津川町 1:51:55

37 143 高橋 一馬 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市 1:52:00

38 112 大野 恭太郎 ｵｵﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ 長沼町 1:52:06

39 353 佐藤 聡亮 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:53:40

40 74 高橋 洋次 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ 札幌市 1:53:49

41 135 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 札幌市 1:54:44

42 109 窪田 優弘 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 室蘭市 1:55:23

43 293 砂山 裕介 ｽﾅﾔﾏ ﾕｳｽｹ 江別市 1:57:30

44 390 アイザトフ ディミトリー ｱｲｻﾞﾄﾌ ﾃﾞｨﾐﾄﾘｰ 札幌市 1:57:49

45 186 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 恵庭市 1:57:55

46 476 野村 嘉孝 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:58:50

47 388 高田 達明 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｱｷ 札幌市 1:59:17

48 117 西村 啓 ﾆｼﾑﾗ ｹｲ 札幌市 1:59:48

49 158 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 札幌市 1:59:58

50 421 宮田 一輝 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:01:06
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51 428 田外 貴大 ﾀﾉｿﾄ ﾀｶﾋﾛ 新冠町 2:01:54

52 259 ＷＯＮＧ ＣＡＬＶＩＮ ｳｫﾝ ｶﾙｳﾞｨﾝ 札幌市 2:02:10

53 471 渡辺 崇啓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 2:02:41

54 269 畠中 晃樹 ﾊﾀﾅｶ ｺｳｷ 札幌市 2:03:29

55 386 佐藤 大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 札幌市 2:04:44

56 326 堀江 良太 ﾎﾘｴ ﾘｮｳﾀ 札幌市 2:04:45

57 262 川尻 将大 ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｻﾋﾛ 深川市 2:05:28

58 452 桑内 亮輔 ｸﾜｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 2:06:39

59 239 渡邊 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:07:36

60 464 佐々木 雄也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 札幌市 2:07:55

61 364 相坂 慎吾 ｱｲｻｶ ｼﾝｺﾞ 札幌市 2:07:57

62 233 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 2:08:08

63 91 宇野 文人 ｳﾉ ﾌﾐﾄ 札幌市 2:09:47

64 628 加藤 豪琉 ｶﾄｳ ﾀｹﾙ 旭川市 2:10:37

65 609 坂下 智哉 ｻｶｼﾀ ﾄﾓﾔ 札幌市 2:10:54

66 434 尾崎 太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 佐呂間町 2:11:06

67 505 金久保 秀斗 ｶﾅｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾄ 札幌市 2:12:06

68 555 新屋敷 高広 ｼﾝﾔｼｷ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 2:13:04

69 378 飯泉 拳 ｲｲｽﾞﾐ ｹﾝ 札幌市 2:13:15

70 629 中野渡 季稀 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｷｷ 帯広市 2:13:28

71 114 津川 智至 ﾂｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 2:13:58

72 413 先川 正樹 ｻｷｶﾜ ﾏｻｷ 札幌市 2:13:59

73 557 浪波 靖幸 ﾅﾐﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市 2:14:58

74 237 原田 修平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 北見市 2:16:09

75 645 平田 大賀 ﾋﾗﾀ ﾀｲｶﾞ 札幌市 2:19:41

76 644 大黒 一馬 ｵｵｸﾛ ｶｽﾞﾏ 札幌市 2:19:44

77 335 柴田 尚之 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 札幌市 2:21:31

78 507 横井 佐祐 ﾖｺｲ ｻｽｹ 恵庭市 2:22:27

79 466 大西 崇之 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾕｷ 札幌市 2:25:05

80 330 佐野 貴大 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 2:25:10

81 463 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:26:26

82 440 佐藤 伶音 ｻﾄｳ ﾚｵ 札幌市 2:27:19

83 365 髙橋 彩季 ﾀｶﾊｼ ｻｲｷ 札幌市 2:28:20

84 459 前田 楓季 ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｷ 札幌市 2:29:55

85 480 米谷 直樹 ﾖﾈﾔ ﾅｵｷ 札幌市 2:34:26

86 479 倉増 宗幸 ｸﾗﾏｽ ﾑﾈﾕｷ 札幌市 2:35:35

87 621 八木 翼 ﾔｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 千歳市 2:40:36

88 534 萩 圭介 ﾊｷﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 2:43:00

89 643 山本 尚幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 新冠町 2:43:58

90 568 岡崎 克洋 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 函館市 2:44:03

91 469 原田 大聖 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 北見市 2:47:45

92 495 老月 和宏 ｵｲﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 2:48:01

93 659 川島 康太郎 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 2:51:54

94 592 奈良 拓耶 ﾅﾗ ﾀｸﾔ 江別市 2:55:04

95 433 中村 茂樹 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 札幌市 3:00:04

96 545 金田 庸平 ｶﾈﾀ ﾖｳﾍｲ 札幌市 3:00:57
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