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順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 98 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 苫小牧市 1:14:52

2 56 太刀川 晋平 ﾀﾁｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 1:15:26

3 65 杉山 直也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵﾔ 留萌市 1:19:16

4 2 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市 1:20:49

5 75 古川 祥之 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾕｷ 札幌市 1:21:07

6 47 野口 将利 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 北斗市 1:22:02

7 18 原田 秀樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 紋別市 1:25:21

8 73 立田 章二 ﾀｯﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ 上富良野町 1:25:55

9 68 羽立 祐人 ﾊﾀﾃ ﾏｻﾄ 札幌市 1:26:16

10 7 保科 秀明 ﾎｼﾅ ﾋﾃﾞｱｷ 旭川市 1:28:36

11 96 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 1:28:59

12 5 平山 純 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 札幌市 1:29:04

13 61 鈴木 広基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾓﾄ 江別市 1:31:06

14 64 高橋 裕智 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 1:32:24

15 13 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 1:33:19

16 17 種市 実 ﾀﾈｲﾁ ﾐﾉﾙ 紋別市 1:33:40

17 72 沢内 佑也 ｻﾜｳﾁ ﾕｳﾔ 札幌市 1:33:47

18 84 阿部 康平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 留萌市 1:34:10

19 22 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 1:36:13

20 103 野川 和也 ﾉｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 剣淵町 1:36:50

21 81 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 1:36:57

22 67 中瀬 恒雄 ﾅｶｾ ﾂﾈｵ 札幌市 1:37:26

22 53 大塚 真人 ｵｵﾂｶ ﾅｵﾄ 恵庭市 1:37:26

24 44 安田 哲平 ﾔｽﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 北広島市 1:37:35

25 8 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 雄武町 1:38:09

26 80 阿部 多嘉浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:38:57

27 45 鶴岡 一洋 ﾂﾙｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 小樽市 1:39:24

28 42 志賀 紀之 ｼｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 1:39:47

29 37 樽井 貴広 ﾀﾙｲ ﾀｶﾋﾛ 名寄市 1:40:30

30 35 柳谷 直樹 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵｷ 岩見沢市 1:40:51

31 101 荒川 公秀 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 札幌市 1:40:55

32 6 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 1:41:33

33 74 齋藤 崇 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 1:41:44

34 95 駒井 浩 ｺﾏｲ ﾋﾛｼ 札幌市 1:42:13

35 28 今井 英三 ｲﾏｲ ｴｲｿﾞｳ 新十津川町 1:42:23

36 102 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 江別市 1:42:49

37 71 居上 智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 1:43:31

38 55 杉谷 邦雄 ｽｷﾞﾔ ｸﾆｵ 小樽市 1:43:39

39 99 中川 清光 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾐﾂ 東京都 1:43:51

40 87 岡田 武 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 1:44:11

41 93 佐藤 啓之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:44:30

42 100 肥田野 郁夫 ﾋﾀﾞﾉ ｲｸｵ 札幌市 1:44:46

43 77 千種 将志 ﾁｸﾞｻ ﾏｻｼ 留萌市 1:45:09

44 46 城浦 修一 ｼﾛｳﾗ ｼｭｳｲﾁ 網走市 1:45:11

45 23 湯浅 芳和 ﾕｱｻ ﾖｼｶｽﾞ 滝川市 1:45:57

46 39 岡 譲 ｵｶ ﾕｽﾞﾙ 美唄市 1:46:52

47 90 成田 優 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾙ 札幌市 1:47:27

48 15 泉 敏 ｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 苫小牧市 1:48:21

49 58 遠藤 友樹弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 滝川市 1:48:23

50 51 高橋 昇平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 北広島市 1:48:47
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51 49 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 1:49:23

52 48 加茂 忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 音更町 1:49:39

53 57 鎌田 清孝 ｶﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 滝川市 1:49:42

54 29 高瀬 雄一 ﾀｶｾ ﾕｳｲﾁ 滝川市 1:49:56

55 43 斉藤 智嗣 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾂｸﾞ 岩見沢市 1:49:58

56 66 西谷内 文一 ﾆｼﾔｳﾁ ﾌﾐｶｽﾞ 札幌市 1:51:21

57 83 品田 宣貴 ｼﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 札幌市 1:51:28

58 52 木村 浩幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:51:37

59 94 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 1:52:26

60 26 五十嵐 政史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 岩見沢市 1:52:57

61 32 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 札幌市 1:53:30

62 3 藤田 博之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:53:39

63 97 濱田 武弘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 北広島市 1:54:36

64 33 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 滝川市 1:54:39

65 69 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:54:46

66 76 北村 公一 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 1:55:39

67 63 青木 洋 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:55:51

68 79 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 留萌市 1:58:57

69 50 田中 浩樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 札幌市 2:00:46

70 20 市川 慶一 ｲﾁｶﾜ ｹｲｲﾁ 宮城県 2:02:22

71 19 貞広 樹良 ｻﾀﾞﾋﾛ ｷﾖｼ 美唄市 2:03:37

72 85 島 有希 ｼﾏ ﾕｳｷ 留萌市 2:06:59

73 30 村山 桂己 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｷ 江別市 2:09:13

74 54 根田 孝広 ﾈﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 2:14:58

75 60 内野 裕二 ｳﾁﾉ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:19:35

76 92 遠藤 幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 神奈川県 2:21:15

77 21 上本 浩治 ｳｴﾓﾄ ｺｳｼﾞ 当別町 2:23:41

78 38 大友 俊一 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝｲﾁ 帯広市 2:24:35

79 86 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 2:25:22
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