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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 3 品田 雅人 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 1:18:22

2 2 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 苫小牧市 1:20:24

3 38 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 札幌市 1:22:29

4 9 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌市 1:25:13

5 30 藤嶋 豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ 函館市 1:28:31

6 24 安中 裕哉 ｱﾝﾅｶ ﾕｳﾔ 札幌市 1:28:43

7 33 須摩 良介 ｽﾏ ﾘｮｳｽｹ 当別町 1:29:07

8 56 山本 智彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 千歳市 1:30:30

9 64 中田 哲史 ﾅｶﾀ ﾃﾂｼ 苫小牧市 1:33:06

10 19 後藤 明輝 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾃﾙ 札幌市 1:34:24

11 57 横山 新一郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 1:34:51

12 70 桑原 智春 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓﾊﾙ 札幌市 1:34:54

13 47 後藤 秀隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市 1:35:08

14 89 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市 1:35:10

15 126 石黒 智志 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｼ 札幌市 1:35:44

16 202 内田 道 ｳﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ 札幌市 1:36:47

17 50 宇治 憲一郎 ｳｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 三笠市 1:36:59

18 88 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 1:37:04

19 36 小林 博之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:37:23

20 93 近井 祐介 ﾁｶｲ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:37:41

21 54 中村 秀樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 幕別町 1:38:13

22 229 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌市 1:39:10

23 203 長谷川 浩嗣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 札幌市 1:39:37

23 201 小川 康浩 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 江別市 1:39:37

25 137 安田 哲平 ﾔｽﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 北広島市 1:39:44

26 130 杉原 和之 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 1:40:14

27 55 菅野 賢介 ｽｶﾞﾉ ｹﾝｽｹ 札幌市 1:40:20

28 75 早坂 勝之 ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾕｷ 恵庭市 1:40:32

29 226 上野 浩 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 1:40:57

30 125 梶原 崇嗣 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 札幌市 1:41:25

31 357 長尾 祐輔 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:42:45

32 84 古林 一馬 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市 1:43:33

33 71 千葉 融 ﾁﾊﾞ ﾄｵﾙ 登別市 1:43:48

34 272 佐藤 幸徳 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 1:43:49

35 59 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 1:44:55

36 18 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 月形町 1:44:58

37 34 藤本 大介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 七飯町 1:45:26

38 150 小島 健 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 札幌市 1:46:28

39 95 明上 卓也 ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 札幌市 1:46:34

40 165 柴原 雄樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 札幌市 1:46:37

41 263 園下 将大 ｿﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:46:41

42 77 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 1:46:52

43 166 酒井 慶 ｻｶｲ ｹｲ 江別市 1:47:34

44 66 安栗 美典 ﾔｽｸﾘ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 1:48:09

44 153 大串 真一 ｵｵｸｼ ｼﾝｲﾁ 札幌市 1:48:09

46 327 濱谷 政充 ﾊﾏﾔ ﾏｻﾐﾂ 札幌市 1:49:04

47 638 井上 貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 1:49:18

47 395 村上 和彦 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 1:49:18

49 264 渋谷 隆 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 札幌市 1:49:49

50 58 吉川 真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 1:50:03
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51 286 樫山 博喜 ｶｼﾔﾏ ﾋﾛｷ 札幌市 1:50:24

52 299 榊 貴祐 ｻｶｷ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:51:05

53 227 佐々木 壮一 ｻｻｷ ｿｳｲﾁ 函館市 1:51:11

54 305 目澤 暁 ﾒｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 江別市 1:51:21

55 277 今村 裕昭 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:52:44

56 284 伊藤 和弘 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:52:49

57 346 難波 比呂志 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 1:53:24

58 242 荒木 修 ｱﾗｷ ｵｻﾑ 札幌市 1:53:36

59 189 月居 大典 ﾂｷｵﾘ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 1:53:50

60 103 須藤 伸仁 ｽﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 1:54:28

61 140 澤里 仁 ｻﾜｻﾄ ｼﾞﾝ 小樽市 1:54:45

62 61 河口 直規 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 札幌市 1:54:56

63 281 西 圭一郎 ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 帯広市 1:55:08

64 196 安倍 靖明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 札幌市 1:55:09

65 108 廣瀬 尚之 ﾋﾛｾ ﾅｵﾕｷ 札幌市 1:55:20

66 313 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:55:31

67 280 渡部 綾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 札幌市 1:55:45

68 251 眞下 修二 ﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 江別市 1:56:18

69 210 石井 頼尚 ｲｼｲ ﾖﾘﾋｻ 札幌市 1:56:29

70 265 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 1:57:01

71 374 木村 一弥 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 札幌市 1:57:18

72 149 江澤 芳基 ｴｻﾞﾜ ﾖｼｷ 札幌市 1:59:03

73 209 又坂 雅光 ﾏﾀｻｶ ﾏｻﾐﾂ 当別町 1:59:43

74 311 中山 康彦 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 札幌市 2:00:15

75 582 蒔田 剛志 ﾏｷﾀ ﾂﾖｼ 札幌市 2:00:29

76 290 竹薮 番 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾊﾞﾝ 札幌市 2:01:52

77 188 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 2:02:57

78 601 櫛引 秀樹 ｸｼﾋﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 恵庭市 2:03:31

79 304 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:03:36

80 351 中尾 新穂 ﾅｶｵ ｼﾝｽｲ 札幌市 2:04:40

81 359 石山 和孝 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市 2:04:57

82 285 遠田 泰久 ｴﾝﾀ ﾔｽﾋｻ 新ひだか町 2:05:08

83 430 野陳 恵一 ﾉｼﾞﾝ ｹｲｲﾁ 北広島市 2:05:21

84 356 新名 良亮 ｼﾝﾐｮｳ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 2:05:26

85 488 向峯 聖 ﾑｶｲﾐﾈ ｼｮｳ 札幌市 2:05:27

86 532 吉岡 賞城 ﾖｼｵｶ ﾖｼｼﾛ 札幌市 2:05:29

87 399 黒川 暁夫 ｸﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 2:05:31

88 358 堀 清成 ﾎﾘ ｷﾖﾅﾘ 札幌市 2:05:59

89 361 藤原 隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 北広島市 2:07:06

90 400 福島 孝司郎 ﾌｸｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 札幌市 2:08:07

91 184 北山 眞也 ｷﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 札幌市 2:09:04

92 241 山崎 雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 札幌市 2:10:34

93 206 堀田 亮 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市 2:10:58

94 664 村上 達也 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ 札幌市 2:11:08

95 297 太田 克浩 ｵｵﾀ ｶﾂﾋﾛ 室蘭市 2:11:12

96 412 滝口 公康 ﾀｷｸﾞﾁ ｷﾐﾔｽ 札幌市 2:11:30

97 375 湯藤 健太 ﾕﾄｳ ｹﾝﾀ 札幌市 2:11:38

98 279 諏訪 俊一 ｽﾜ ｼｭﾝｲﾁ 札幌市 2:12:52

99 248 青木 祐二 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ 秩父別町 2:12:57

100 325 土門 敬幸 ﾄﾞﾓﾝ ﾀｶﾕｷ 札幌市 2:13:03
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101 369 朝日 みさと ｱｻﾋ ﾐｻﾄ 札幌市 2:13:31

102 460 兵庫 利勇 ﾋｮｳｺﾞ ﾄｼｵ 札幌市 2:13:58

103 291 佐々木 晋 ｻｻｷ ｽｽﾑ 岩見沢市 2:16:03

103 650 江田 直弘 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 2:16:03

105 500 榎戸 大輔 ｴﾉｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:16:15

106 453 加藤 允啓 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:17:03

107 578 逢坂 信吾 ｵｵｻｶ ｼﾝｺﾞ 羽幌町 2:18:00

108 575 飯島 忠 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 2:19:48

109 521 原口 典人 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 2:20:12

110 180 前田 知浩 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 函館市 2:21:02

111 405 竹本 ひろき ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ 札幌市 2:21:44

112 220 安在 浩明 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｱｷ 恵庭市 2:23:09

113 661 大関 貴史 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 2:23:29

114 544 村田 強士 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 札幌市 2:23:52

115 477 稲井 敬生 ｲﾅｲ ﾀｶｵ 札幌市 2:24:51

116 612 山崎 淳一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 2:25:25

117 317 髙木 亨史 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:25:47

118 197 丹羽 亮太 ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ 札幌市 2:26:03

119 530 中野 悠貴 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 札幌市 2:26:06

120 526 髭内 紀幸 ﾋｹﾞｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 小樽市 2:26:14

121 572 西川 真大 ﾆｼｶﾜ ｱﾂﾋﾛ 札幌市 2:26:50

122 260 藤原 裕樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 札幌市 2:31:10

123 506 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 余市町 2:31:30

124 631 石橋 正弘 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:31:47

125 536 辰巳 英司 ﾀﾂﾐ ｴｲｼﾞ 札幌市 2:32:26

126 228 中村 大成 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾅﾘ 札幌市 2:33:59

127 539 松井 友洋 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 2:41:06

128 294 真嶋 貴臣 ﾏｼﾏ ﾀｶｵﾐ 小樽市 2:41:15

129 398 橋本 大輔 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 函館市 2:42:39

130 567 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 2:44:58

131 515 辻岡 和也 ﾂｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾔ 札幌市 2:46:22

132 396 佐伯 智也 ｻｴｷ ﾄﾓﾔ 札幌市 2:47:55

133 642 深田 政之 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 札幌市 2:48:59

134 649 新保 雅大 ｼﾝﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 新冠町 2:49:36

135 320 浅野 力 ｱｻﾉ ﾁｶﾗ 札幌市 2:55:09

136 537 浅井 太一 ｱｻｲ ﾀｲﾁ 札幌市 2:58:19

137 321 鈴木 真 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 札幌市 2:58:50
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