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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 269 佐藤 真吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 北海道 0:37:57

2 223 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 苫小牧市 0:38:26

3 267 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 旭川市 0:40:16

4 261 原田 翼 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 札幌市 0:42:47

5 277 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 千歳市 0:43:41

6 278 成田 大 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ 室蘭市 0:43:50

7 256 宮下 雅之 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾕｷ 札幌市 0:45:17

8 275 早川 裕一 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 札幌市 0:45:47

9 220 長濱 崇 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶｼ 長沼町 0:45:57

10 209 仁尾 一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 苫小牧市 0:46:05

11 284 山田 学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 苫小牧市 0:46:27

12 270 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 0:46:46

13 225 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ 札幌市 0:48:18

14 247 廣田 哲也 ﾋﾛﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 0:48:28

15 205 戸子台 弘一 ﾄｺﾀﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 新ひだか町 0:48:31

16 272 山元 浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 札幌市 0:49:24

17 250 中山 浩明 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:49:43

18 224 井口 祐輔 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 0:49:44

19 249 澤口 敏洋 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 湧別町 0:50:03

20 226 内海 大樹 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 0:50:19

21 279 三浦 謙太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 苫小牧市 0:50:38

22 244 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 札幌市 0:50:52

23 274 大石 尊久 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋｻ 名寄市 0:51:06

24 280 賀口 隆一 ｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 札幌市 0:51:20

25 282 鈴木 啓 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 札幌市 0:51:34

26 268 矢崎 義信 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 苫小牧市 0:52:08

27 255 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩見沢市 0:53:04

28 210 畑山 修嗣 ﾊﾀﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 安平町 0:54:27

29 230 加藤 修 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 千歳市 0:55:13

30 213 宮本 馨 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 苫小牧市 0:55:29

31 236 石本 一 ｲｼﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 苫小牧市 0:56:00

32 234 宮崎 洋志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 札幌市 0:58:04

33 222 大槻 徹平 ｵｵﾂｷ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳市 0:58:15

34 227 岡 悟 ｵｶ ｻﾄﾙ 苫小牧市 0:58:21

35 260 山谷 一幸 ﾔﾏﾔ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 0:58:56

36 276 佐々木 秀治 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ 札幌市 0:59:58

37 211 及川 浩 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ むかわ町 1:00:00

38 201 及川 浩和 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 旭川市 1:00:41

39 228 白川部 稔 ｼﾗｶﾜﾍﾞ ﾐﾉﾙ 旭川市 1:01:54

40 212 武藤 直人 ﾑﾄｳ ﾅｵﾄ 苫小牧市 1:02:11

41 281 佐藤 紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 千歳市 1:02:15

42 202 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:04:02

43 266 林 賢司 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 千歳市 1:05:06

44 257 田崎 利伸 ﾀｻｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 札幌市 1:06:47

45 259 打田 誠 ｳﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ 室蘭市 1:06:56

46 215 狩野 吉康 ｶﾘﾉ ﾖｼﾔｽ 札幌市 1:07:01

47 233 和田 尚崇 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 白老町 1:08:08

48 242 谷岡 勇市郎 ﾀﾆｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:09:06

49 229 粂田 正道 ｸﾒﾀ ﾏｻﾐﾁ 札幌市 1:10:27

50 271 草野 純一 ｸｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:10:29
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51 219 深谷 聖一 ﾌｶﾔ ｾｲｲﾁ 千歳市 1:15:52
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