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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 63 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 札幌市 1:30:00

2 51 沢田 博 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 1:31:13

3 83 瀧川 修 ﾀｷｶﾜ ｵｻﾑ 札幌市 1:36:59

4 102 岡野 宏保 ｵｶﾉ ﾋﾛﾔｽ 札幌市 1:39:28

5 145 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 千歳市 1:40:08

6 194 石井 邦典 ｲｼｲ ｸﾆﾉﾘ 札幌市 1:40:17

7 172 高橋 慶次 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:43:10

8 258 蝦名 利彦 ｴﾋﾞﾅ ﾄｼﾋｺ 札幌市 1:46:09

9 96 長内 裕宣 ｵｻﾅｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 1:46:20

10 244 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 1:46:56

11 174 金塚 克己 ｶﾅﾂﾞｶ ｶﾂﾐ 札幌市 1:47:38

12 175 北村 建生 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾃｵ 札幌市 1:49:30

13 253 三木田 学 ﾐｷﾀ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 1:51:06

14 187 八十川 大輔 ﾔｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 江別市 1:52:13

15 159 吉越 修 ﾖｼｺｼ ｵｻﾑ 札幌市 1:53:04

16 154 伊藤 寿志 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 札幌市 1:54:05

17 152 奥村 晴彦 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 東京都 1:54:16

18 252 高野 篤 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 札幌市 1:55:07

19 332 神部 健史 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:55:11

20 329 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都 1:55:47

21 257 内田 俊哉 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾔ 江別市 1:55:53

22 324 大森 豊 ｵｵﾓﾘ ﾕﾀｶ 札幌市 1:58:37

23 247 岸田 幸也 ｷｼﾀﾞ ﾕｷﾔ 滝川市 1:59:01

24 334 佐々木 潤一 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:59:49

25 310 笠井 健吉 ｶｻｲ ｹﾝｷﾁ 芦別市 2:01:44

26 504 中村 研一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 札幌市 2:01:51

27 156 牧野 秀彦 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ 札幌市 2:02:52

28 275 當瀬 規嗣 ﾄｳｾ ﾉﾘﾂｸﾞ 札幌市 2:03:36

29 306 三上 栄久夫 ﾐｶﾐ ｴｸｵ 札幌市 2:04:37

30 266 斎藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 札幌市 2:04:44

31 213 大矢 雅彦 ｵｵﾔ ﾏｻﾋｺ 札幌市 2:05:13

32 431 櫻田 憲治 ｻｸﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市 2:05:35

33 454 中川 賢二 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 札幌市 2:05:46

34 371 石川 尚衛 ｲｼｶﾜ ﾅｵｴ 札幌市 2:05:59

35 409 橋本 和浩 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 江別市 2:06:36

36 195 石田 誠一 ｲｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ 札幌市 2:07:18

37 366 阿部 淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小樽市 2:07:54

38 278 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 札幌市 2:09:20

39 171 鈴木 宏志 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:10:22

40 138 宮﨑 俊彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 札幌市 2:13:46

41 389 花井 将美 ﾊﾅｲ ﾏｻﾐ 札幌市 2:17:06

42 221 藤兼 啓恭 ﾌｼﾞｶﾈ ﾋﾛﾔｽ 札幌市 2:20:11

43 383 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北斗市 2:21:01

44 474 杉林 司 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 札幌市 2:22:33

45 448 鈴木 章彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 札幌市 2:22:52

46 380 西出 和彦 ﾆｼﾃﾞ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 2:23:27

47 527 内藤 敏朗 ﾅｲﾄｳ ﾄｼﾛｳ 札幌市 2:24:39

48 387 井田 規之 ｲﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 滝川市 2:25:09

49 573 櫻井 晃洋 ｻｸﾗｲ ｱｷﾋﾛ 札幌市 2:26:05

50 508 加藤 孝明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 札幌市 2:26:21
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51 603 菅原 幸浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 京極町 2:26:36

52 490 森田 淨司 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 札幌市 2:29:39

53 639 林 文男 ﾊﾔｼ ﾌﾐｵ 小樽市 2:29:42

54 549 伊藤 義雄 ｲﾄｳ ﾖｼｵ 札幌市 2:29:55

55 397 高田 寿雄 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｵ 札幌市 2:30:11

56 234 宮﨑 康宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 2:30:17

57 614 中川 智徳 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 2:30:40

58 626 緑川 猛 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｹｼ 札幌市 2:30:41

59 522 池端 英昭 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 石狩市 2:31:16

60 385 田中 義信 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:31:57

61 546 港 規之 ﾐﾅﾄ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 2:31:58

62 411 中谷 豊 ﾅｶﾔ ﾕﾀｶ 札幌市 2:32:31

63 533 古根 高 ﾌﾙﾈ ﾀｶｼ 札幌市 2:32:52

64 561 齋藤 秀雄 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 札幌市 2:33:31

65 635 菊地 良幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 帯広市 2:34:32

66 451 土屋 俊亮 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 2:34:46

67 372 菱沼 澄夫 ﾋｼﾇﾏ ｽﾐｵ 札幌市 2:36:05

68 503 岡田 浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 江別市 2:36:25

69 542 羽賀 重之 ﾊｶﾞ ｼｹﾞﾕｷ 札幌市 2:38:02

70 640 安住 浩 ｱｽﾞﾐ ﾕﾀｶ 札幌市 2:38:09

71 497 丹羽 潤 ﾆﾜ ｼﾞｭﾝ 札幌市 2:41:30

72 462 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 2:42:23

73 591 吉川 潤一 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 2:42:51

74 622 小出 淳二 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市 2:46:24

75 322 岩崎 寛 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ 札幌市 2:46:59

76 496 東 明世 ｱｽﾞﾏ ｱｷﾖ 札幌市 2:47:06

77 417 笹岡 新二 ｻｻｵｶ ｼﾝｼﾞ 札幌市 2:47:39

78 547 藤崎 孝雄 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｶｵ 札幌市 2:48:23

79 489 森岡 文夫 ﾓﾘｵｶ ﾌﾐｵ 札幌市 2:49:59

80 455 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 2:50:12

81 562 阿部 淳 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 2:51:07

82 596 髙橋 敏一 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 石狩市 2:52:56

83 492 齊藤 卓雄 ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 札幌市 2:54:53

84 637 沼田 泰明 ﾇﾏﾀ ﾔｽｱｷ 札幌市 2:55:34

85 563 原 明 ﾊﾗ ｱｷﾗ 千歳市 2:58:23

86 630 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 江別市 2:58:49

87 498 佐藤 敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 札幌市 2:58:52

88 564 長瀬 毅彦 ﾅｶﾞｾ ﾀｹﾋｺ 札幌市 3:01:34

89 624 真壁 英治 ﾏｶﾍﾞ ｴｲｼﾞ 札幌市 3:03:29

90 585 可香谷 淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 恵庭市 3:04:17

91 584 大島 恒夫 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 札幌市 3:05:22

92 541 菊地 直之 ｷｸﾁ ﾅｵﾕｷ 札幌市 3:05:27

93 588 大友 昭和 ｵｵﾄﾓ ｱｷｶｽﾞ 札幌市 3:09:16
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