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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 25 柴田 佳一 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ 札幌市 1:24:11

2 32 山本 康隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 札幌市 1:27:09

3 53 田中 浩良 ﾀﾅｶ ｶﾂﾖｼ 札幌市 1:29:13

4 20 矢部 和弘 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東川町 1:29:21

5 44 松野 晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 更別村 1:31:24

6 15 加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:31:35

6 37 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 1:31:35

8 69 柳瀬 英樹 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｷ 旭川市 1:31:50

9 67 岡部 聡 ｵｶﾍﾞ ｻﾄｼ 札幌市 1:33:34

10 78 長谷川 賞一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:33:42

11 48 松浦 明 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 札幌市 1:33:50

12 162 我孫子 周 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛｼ 札幌市 1:34:38

13 65 藤島 和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市 1:34:39

14 39 前田 義久 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 登別市 1:34:43

15 119 四木 定宏 ｼｷﾞ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市 1:35:33

16 105 島田 真悟 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:35:59

17 86 中村 敦史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 札幌市 1:36:01

18 16 辻 貴仁 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾄ 乙部町 1:36:09

19 161 中岡 章広 ﾅｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:36:18

20 6 藤井 力吉 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾖｼ 札幌市 1:39:29

21 94 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 1:39:37

22 99 上坂 貴洋 ｳｴｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:39:44

23 80 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市 1:40:11

24 191 澤口 尚貴 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長沼町 1:40:16

25 72 岩島 正憲 ｲﾜｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 1:40:21

26 301 後久 晃広 ｺﾞｷｭｳ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:40:55

27 164 古賀 敬 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 青森県 1:42:42

28 128 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:42:46

29 292 茅生 晃 ｶﾔｵｲ ｱｷﾗ 江別市 1:44:02

30 224 上畠 貢 ｶﾐﾊﾀ ﾐﾂｸﾞ 恵庭市 1:44:24

31 142 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 札幌市 1:44:30

32 376 縣 尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ 札幌市 1:44:40

33 169 小林 憲弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:44:43

34 144 佐藤 正俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 札幌市 1:45:07

35 373 坂野 義勝 ｻｶﾉ ﾖｼｶﾂ 札幌市 1:46:03

36 207 井本 克路 ｲﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 札幌市 1:46:40

37 136 喜多 敦浩 ｷﾀ ｱﾂﾋﾛ 旭川市 1:47:02

38 104 齊藤 政利 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 美唄市 1:48:12

39 225 佐々木 和宏 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:48:20

40 157 福原 光一 ﾌｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ 八雲町 1:49:02

41 204 檜山 徹 ﾋﾔﾏ ﾄｵﾙ 札幌市 1:49:49

42 302 猿渡 和徳 ｴﾝﾄﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 1:50:30

43 87 石田 力 ｲｼﾀﾞ ﾁｶﾗ 札幌市 1:50:36

44 151 山元 浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:50:41

45 129 鶴田 直樹 ﾂﾙﾀ ﾅｵｷ 札幌市 1:50:52

46 178 金川 眞行 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 札幌市 1:51:07

47 438 鈴村 雅一 ｽｽﾞﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 1:52:01

48 185 船木 雅直 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅｵ 札幌市 1:52:07

49 267 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 札幌市 1:53:17

50 177 小林 則宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:53:23
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51 235 井谷 勝哉 ｲﾀﾆ ｶﾂﾔ 札幌市 1:53:26

52 255 宮崎 恭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 札幌市 1:53:27

53 182 幌岩 雄二 ﾎﾛｲﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 1:53:54

54 82 小野 俊哉 ｵﾉ ﾄｼﾔ 千葉県 1:53:58

55 85 島 義幸 ｼﾏ ﾖｼﾕｷ 恵庭市 1:54:14

56 120 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 1:54:25

57 230 佐藤 利昭 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:55:20

58 181 吉﨑 淳 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 札幌市 1:56:03

59 217 西澤 輝紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾙｷ 札幌市 1:56:07

60 245 高橋 義詔 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 遠軽町 1:56:36

61 328 伊藤 孝浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:56:42

62 173 成田 優 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾙ 札幌市 1:56:57

63 348 浜野 俊介 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 1:57:02

64 250 厚主 哲也 ｺｳﾇｼ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:57:16

65 214 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 1:57:43

66 231 下國 達志 ｼﾓｸﾆ ﾀﾂｼ 札幌市 1:58:14

67 246 品田 宣貴 ｼﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 札幌市 1:58:31

68 73 青木 敬隆 ｱｵｷ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 1:58:46

69 342 塚本 尚行 ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 札幌市 1:58:57

70 432 丸山 毅 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ 札幌市 1:58:58

71 362 萩原 義晃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 札幌市 2:00:32

72 339 本庄 浩明 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:01:05

73 307 菅原 正樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 札幌市 2:01:53

74 298 滝沢 信喜 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｷ 小樽市 2:02:30

75 200 福本 聖広 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:03:12

76 486 高桑 純一 ﾀｶｸﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 2:03:48

77 391 高桑 拓示 ﾀｶｸﾜ ﾀｸｼﾞ 札幌市 2:03:49

78 155 渡辺 英来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 2:05:19

79 478 菊池 俊文 ｷｸﾁ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 2:05:27

80 402 河瀬 寿美 ｶﾜｾ ﾄｼﾐ 札幌市 2:05:28

81 268 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 苫小牧市 2:05:51

82 437 立見 直道 ﾀﾂﾐ ﾅｵﾐﾁ 札幌市 2:06:33

83 552 甲斐 出 ｶｲ ｲﾂﾞﾙ 札幌市 2:06:40

84 344 及川 裕司 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:07:13

85 461 高田 克彦 ﾀｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 札幌市 2:07:30

86 360 谷口 明久 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 札幌市 2:07:57

87 232 渋谷 覚 ｼﾌﾞﾔ ｻﾄﾙ 函館市 2:08:19

88 422 山川 俊 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 2:08:23

89 608 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 旭川市 2:08:55

90 447 武田 康之 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 愛知県 2:09:00

91 323 和田 雄二 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:09:23

92 254 太田 康則 ｵｵﾀ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 2:09:45

93 441 森池 真人 ﾓﾘｲｹ ﾏｻﾄ 東京都 2:10:14

94 423 藤野 哲也 ﾌｼﾞﾉ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:10:39

95 308 小池 位史 ｺｲｹ ﾀｶｼ 倶知安町 2:10:41

96 183 矢留 茂和 ﾔﾄﾒ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 2:10:47

97 420 高橋 貴代美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ 札幌市 2:10:56

98 456 岩山 祐司 ｲﾜﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:10:59

99 271 須藤 靖弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 2:11:10

100 382 小方 克宏 ｵｶﾞﾀ ｶﾂﾋﾛ 千歳市 2:11:44
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101 410 阿部 浩一 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 2:12:11

102 223 畑野 貴則 ﾊﾀﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 2:13:57

103 343 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 2:13:58

104 377 副島 充芳 ｿｴｼﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ 札幌市 2:14:01

105 205 梶沼 勉 ｶｼﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 札幌市 2:14:19

106 179 佐藤 正規 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 2:15:59

107 484 松田 泰弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 北広島市 2:16:24

108 473 因 洋史 ｲﾝ ﾋﾛﾌﾐ 湧別町 2:17:22

109 577 小田倉 貴之 ｵﾀﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 小樽市 2:17:28

110 425 亀山 元一 ｶﾒﾔﾏ ﾓﾄｶｽﾞ 東京都 2:17:58

111 336 西亦 隆 ﾆｼﾏﾀ ﾀｶｼ 札幌市 2:19:40

112 199 刀根 貴史 ﾄﾈ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 2:19:58

113 283 久保田 修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ 札幌市 2:20:20

114 501 高橋 淳一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 2:20:54

115 538 脇坂 博行 ﾜｷｻﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 2:21:12

116 198 大久保 浩一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ 登別市 2:21:30

117 623 細谷 明弘 ﾎｿﾔ ｱｷﾋﾛ 旭川市 2:22:00

118 274 野田 毅 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 2:22:14

119 660 安藤 徹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 函館市 2:22:31

120 468 原田 知弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 北見市 2:22:36

121 475 山田 耕二 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:23:31

122 535 宮永 政弘 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:24:20

123 249 斉藤 孝博 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 2:24:37

124 338 佐藤 真 ｻﾄｳ ｼﾝ 札幌市 2:24:41

125 424 高橋 敏英 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾃﾞ 札幌市 2:24:45

126 314 合田 健一 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 札幌市 2:25:09

127 470 小形 哲二 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂｼﾞ 札幌市 2:26:01

128 352 目黒 堅司 ﾒｸﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 札幌市 2:26:46

129 516 冨田 久雄 ﾄﾐﾀ ﾋｻｵ 札幌市 2:27:09

130 543 成田 工 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ 長沼町 2:28:41

131 566 黒田 広美 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾐ 札幌市 2:28:55

132 370 渡邊 哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ 苫小牧市 2:29:21

133 605 尾崎 徹 ｵｻﾞｷ ﾄｵﾙ 札幌市 2:29:30

134 556 白井 直樹 ｼﾗｲ ﾅｵｷ 札幌市 2:29:42

135 571 笠井 雄二 ｶｻｲ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:29:53

136 345 西沢 哲也 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 北斗市 2:30:24

137 491 三上 哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 札幌市 2:30:47

138 494 北川 和祐 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 2:30:56

139 442 江下 尚 ｴｼﾀ ﾀｶｼ 恵庭市 2:31:10

140 472 芳原 雅之 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 札幌市 2:31:17

141 403 野月 洸一 ﾉﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ 札幌市 2:32:01

142 481 藤田 和之 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:32:53

143 576 伊藤 才二 ｲﾄｳ ｻｲｼﾞ 札幌市 2:33:01

144 560 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 2:34:42

145 525 長野 孝昭 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 札幌市 2:34:44

146 303 笹枝 大展 ｻｻｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 2:35:14

147 394 杉浦 徹 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:36:07

148 485 吉川 博樹 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｷ 札幌市 2:36:45

149 435 渡辺 亮介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 2:38:34

150 427 水谷 龍平 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ 札幌市 2:38:42
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151 429 佐藤 晋 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 北広島市 2:41:26

152 509 佐藤 辰雄 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 札幌市 2:42:40

153 511 力久 裕樹 ﾘｷﾋｻ ﾋﾛｷ 札幌市 2:43:59

154 163 松井 聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 東京都 2:44:13

155 482 谷川 智幸 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 浦河町 2:44:45

156 570 黒滝 渉 ｸﾛﾀｷ ﾜﾀﾙ 札幌市 2:46:24

157 318 坂口 悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 2:49:10

158 587 木村 純一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 江別市 2:49:37

159 657 納谷 和行 ﾅﾔ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:50:39

160 665 光野 章仁 ｺｳﾉ ｱｷﾋﾄ 札幌市 2:52:29

161 581 小山 司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ 帯広市 2:53:01

162 551 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 2:53:37

163 599 帰家 大祐 ｷﾔ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:55:05

164 540 大垣 隆志 ｵｵｶﾞｷ ﾀｶｼ 旭川市 2:55:17

165 586 古賀 瑞之 ｺｶﾞ ﾐｽﾞｼ 札幌市 2:55:55

166 590 久保 典男 ｸﾎﾞ ﾉﾘｵ 室蘭市 2:57:32

167 604 松野 孝 ﾏﾂﾉ ﾀｶｼ 札幌市 3:00:35

168 615 渡邊 政義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 札幌市 3:06:26
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