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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 246 佐藤 真吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:36:06

2 259 坂東 翔太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 音更町 0:36:46

3 265 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 旭川市 0:38:43

4 270 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 千歳市 0:41:09

5 232 香田 悠渡 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩見沢市 0:43:13

6 230 長濱 崇 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶｼ 長沼町 0:44:03

7 238 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 0:44:34

8 268 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧市 0:44:45

9 269 森 良一 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 恵庭市 0:45:48

10 222 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ 札幌市 0:46:07

11 247 愛澤 真吾 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:46:25

12 231 大平 信貴 ｵｵﾋﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 0:47:45

13 234 澤口 敏洋 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 湧別町 0:48:31

14 271 三浦 謙太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 苫小牧市 0:48:43

15 251 内海 大樹 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 0:49:03

16 254 芳澤 雅人 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 旭川市 0:50:43

17 273 紙本 和尚 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市 0:51:25

18 227 佐藤 良樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 網走市 0:51:31

19 282 池田 孝路 札幌市 0:51:37

20 276 板橋 孝幸 ｲﾀﾊｼ ﾀｶﾕｷ 旭川市 0:51:44

21 272 賀口 隆一 ｶｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 札幌市 0:52:26

22 253 神戸 洋行 ｺｳﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 旭川市 0:52:33

23 278 高橋 辰徳 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 新篠津村 0:52:48

24 264 館田 祉朗 ﾀﾃﾀﾞ ｼﾛｳ 札幌市 0:52:53

25 243 吉岡 史幸 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾕｷ 札幌市 0:53:08

26 208 外崎 貴之 ﾄﾉｻｷ ﾀｶﾕｷ 恵庭市 0:53:12

27 233 井口 祐輔 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 0:53:45

28 235 大野 陽介 ｵｵﾉ ﾖｳｽｹ 札幌市 0:54:01

29 224 曽我 幸司 ｿｶﾞ ｺｳｼﾞ 千歳市 0:54:45

30 250 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩見沢市 0:55:04

31 255 中井 康仁 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾄ 札幌市 0:55:31

32 256 長尾 正直 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾅｵ 千歳市 0:55:55

33 258 小山 道雄 ｺﾔﾏ ﾐﾁｵ 札幌市 0:55:56

34 236 池上 淳 ｲｹｳｴ ｽﾅｵ 旭川市 0:56:25

35 249 大槻 徹平 ｵｵﾂｷ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳市 0:56:40

36 205 下原 浩 ｼﾓﾊﾗ ﾋﾛｼ 旭川市 0:56:47

37 275 櫛田 勇樹 ｸｼﾀﾞ ﾕｳｷ 札幌市 0:57:02

38 244 山本 寛大 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 旭川市 0:57:31

39 209 真鍋 三明 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 砂川市 0:58:11

40 277 有馬 亨 ｱﾘﾏ ﾄｵﾙ 滝川市 0:58:27

41 219 髙橋 亨 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 札幌市 0:58:34

42 281 小林 幸司 札幌市 0:58:37

43 218 最上 孝雄 ﾓｶﾞﾐ ﾀｶｵ 恵庭市 0:58:53

44 242 水井 清浩 ﾐｽﾞｲ ｷﾖﾋﾛ 札幌市 0:58:58

45 215 白川部 稔 ｼﾗｶﾜﾍﾞ ﾐﾉﾙ 旭川市 0:59:10

46 201 及川 浩和 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 旭川市 0:59:20

47 279 齋藤 久美夫 ｻｲﾄｳ ｸﾐｵ 美唄市 1:00:08

48 203 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:00:45

49 274 谷岡 勇市郎 ﾀﾆｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:02:22

50 248 深谷 聖一 ﾌｶﾔ ｾｲｲﾁ 千歳市 1:02:39
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51 228 戸田 正則 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 名寄市 1:05:07

52 239 鈴木 宏一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:08:51

53 237 佐藤 寿啓 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 札幌市 1:10:08

54 283 北爪 勇気 札幌市 1:10:13

55 257 鈴木 琢士 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 旭川市 1:11:49

56 207 伊山 紀道 ｲﾔﾏ ﾉﾘﾐﾁ 札幌市 1:15:04

57 210 小川 純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 登別市 1:17:28

58 263 明上山 玄 ﾐｮｳｼﾞｮｳﾔﾏ ｹﾝ 札幌市 1:20:30

59 266 片沼 勇人 ｶﾀﾇﾏ ﾊﾔﾄ 室蘭市 1:28:36

60 267 前田 晃平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 室蘭市 1:28:39
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