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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 78 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 苫小牧市 1:18:02

2 84 太刀川 晋平 ﾀﾁｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 1:21:32

3 3 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市 1:29:01

4 14 本山 宏憲 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 1:29:21

5 64 中山 正巳 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾐ 札幌市 1:30:19

6 39 相原 鉄平 ｱｲﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳市 1:31:27

7 6 平山 純 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 札幌市 1:33:17

8 48 大西 智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 1:33:40

9 34 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 1:33:42

10 16 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧市 1:33:53

11 40 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:35:18

12 41 西村 茂樹 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 千歳市 1:35:38

13 80 高橋 裕智 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 1:37:40

14 77 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 1:38:53

15 75 沢内 佑也 ｻﾜｳﾁ ﾕｳﾔ 札幌市 1:39:08

16 60 中谷 章 ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 千歳市 1:40:30

17 46 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 札幌市 1:41:28

18 11 藤 克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 登別市 1:45:29

19 7 小笠原 祥一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 1:45:31

20 5 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 苫小牧市 1:45:44

21 85 肥田野 郁夫 ﾋﾀﾞﾉ ｲｸｵ 札幌市 1:45:56

22 32 米井 誠 ﾖﾈｲ ﾏｺﾄ 苫小牧市 1:46:58

23 29 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 白老町 1:47:45

24 12 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 1:48:42

25 26 杉山 哲平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 恵庭市 1:48:52

26 83 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 江別市 1:48:59

27 81 坂部 孝二 ｻｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:50:09

28 87 市原 由浩 ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 苫小牧市 1:50:16

29 10 宮形 秀史 ﾐﾔｶﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 伊達市 1:50:20

30 74 鈴木 宙夢 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ 安平町 1:51:44

31 47 伊豆田 敦 ｲｽﾞﾀ ｱﾂｼ 宮城県 1:52:09

32 53 猪貝 優介 ｲﾉｶｲ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:52:13

33 82 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 1:52:39

34 58 松岡 泰樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 苫小牧市 1:53:40

35 76 柳谷 直樹 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵｷ 岩見沢市 1:56:27

36 68 高橋 昇平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 北広島市 1:56:57

37 42 鎌田 清孝 ｶﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 滝川市 1:57:08

38 33 村田 大樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 1:58:14

39 69 佐藤 啓之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:58:20

40 71 斉藤 智嗣 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾂｸﾞ 岩見沢市 1:58:31

41 63 松田 和也 ﾏﾂﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 1:58:36

42 55 小松 佳祐 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 札幌市 1:59:18

43 30 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 札幌市 1:59:43

44 54 濱田 武弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 北広島市 2:00:27

45 18 市川 慶一 ｲﾁｶﾜ ｹｲｲﾁ 宮城県 2:01:15

46 86 萬年 宏之 ﾏﾝﾈﾝ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 2:01:32

47 61 岡崎 隆憲 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 安平町 2:01:33

48 72 北村 公一 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 2:02:15

49 79 菅野 太 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 恵庭市 2:02:53

50 57 松岡 亮 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ 安平町 2:03:06
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51 43 伊藤 明宏 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 伊達市 2:03:17

52 65 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市 2:05:45

53 23 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北斗市 2:06:24

54 44 山下 亮輔 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 滝川市 2:10:09

55 27 田村 文嗣 ﾀﾑﾗ ﾌﾐﾂｸﾞ 札幌市 2:11:41

56 52 池田 和寿 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 札幌市 2:22:39

57 13 永渕 拓二 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾀｸｼﾞ 札幌市 2:24:02

58 89 林 禎康 ﾊﾔｼ ﾖｼﾔｽ 札幌市 2:26:16

59 19 兵藤 陽一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 苫小牧市 2:31:05

60 9 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 2:41:14

61 56 高橋 辰徳 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 新篠津村 2:42:42
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