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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

1 5223 吉田 圭伸 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾝ 札幌市 0:54:55

2 5222 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 作．ＡＣ北海道 旭川市 0:58:12

3 5226 川嶋 隆志 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 伊達市 0:59:07

4 5224 小林 尚生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾀｶ 日高町役場 日高町 1:00:44

5 5231 渡辺 哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ハノハノ陸上部 新ひだか町 1:01:12

6 5233 谷口 敬祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 札幌市 1:01:14

7 5002 村上 卓矢 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ はるゆな 東京都 1:02:35

8 5232 赤平 慎也 ｱｶﾋﾗ ｼﾝﾔ 道マラソンク 札幌市 1:02:48

9 5234 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌陸協 札幌市 1:03:03

10 6273 上野 健太郎 ｳｴﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 泉沢小おやじ会 千歳市 1:03:10

11 5235 笹川 瞬 ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝ 札幌市 1:03:30

12 6279 濱野 友介 ﾊﾏﾉ ﾕｳｽｹ 千歳市 1:03:50

13 6277 高浜 真治 ﾀｶﾊﾏ ｼﾝｼﾞ Ｒｕｎｕｐ 千歳市 1:04:21

14 5358 堀 貴裕 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 追分走遊会 安平町 1:04:42

15 5001 小永井 心 ｺﾅｶﾞｲ ｼﾝ 酒ＲＵＮ 東京都 1:05:07

16 5230 岡田 心一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ワコオ工業 札幌市 1:05:48

17 5245 加地 誠 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 1:05:51

18 5252 出口 裕介 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 岩見沢市 1:06:08

19 5249 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 島．ＲＣ千歳 日高町 1:06:24

20 6275 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ちとせ 千歳市 1:06:39

21 5332 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ＳＴＡＲ．ＲＣ 旭川市 1:07:24

22 5254 舛田 秋彦 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ デンソー北海道 札幌市 1:07:25

23 6282 室永 郡志 ﾑﾛﾅｶﾞ ｻﾄｼ 千歳市 1:07:28

24 5248 木村 陽 ｷﾑﾗ ｱｷﾗ 帯広市 1:07:53

25 6299 保坂 雅也 ﾎｻｶ ﾏｻﾔ 自衛隊 千歳市 1:08:00

26 5136 岩崎 信治 ｲﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ 新潟県 1:08:01

27 5250 瀬戸 貴行 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 中央コンサル 札幌市 1:09:22

28 5468 近井 勇樹 ﾁｶｲ ﾕｳｷ エスケーライン 札幌市 1:09:40

29 5091 朝本 和史 ｱｻﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ ドリームランナ 千葉県 1:10:13

30 5338 川中 勇則 ｶﾜﾅｶ ﾀｹﾉﾘ 恵庭市 1:10:52

31 5006 窪田 直記 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ ライフライン 東京都 1:11:12

32 5263 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 1:11:14

33 5260 渡邊 明男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ サツドラ 札幌市 1:11:19

34 5314 後藤 将文 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ ＪＧＳＤＦ 札幌市 1:11:32

35 6290 三品 悟 ﾐｼﾅ ｻﾄﾙ アイリス 千歳市 1:12:37

36 5219 大川 琢磨 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ シーレックス 青森県 1:13:40

37 5288 武末 秀幸 ﾀｹｽｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 恵庭市 1:13:43

38 5268 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ●ＴＯＷＥＲ● 札幌市 1:13:44

39 5447 星 隼人 ﾎｼ ﾊﾔﾄ 南恵庭自衛隊 恵庭市 1:13:50

40 5442 大石 忠臣 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞｵﾐ 札幌市 1:13:55

41 5273 柿崎 健美 ｶｷｻﾞｷ ﾀｹﾐ チームねねすけ 札幌市 1:13:59

41 5272 宮竹 史仁 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐﾋﾄ 帯広畜産大学 帯広市 1:13:59

43 5300 澤田 康博 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スポーツデポ 札幌市 1:14:19

44 5265 高張 弘司 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛｼ ＳＲＣ９０４ 札幌市 1:14:27

45 5193 亀崎 文彦 ｶﾒｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ かめざき内科 福岡県 1:15:26

46 6295 石川 哲郎 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 自衛隊 千歳市 1:15:29

47 5264 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 恵庭市 1:16:07

48 5324 森川 俊太郎 ﾓﾘｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 北大小児科 札幌市 1:16:42

49 5277 栗林 聡 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 恵庭市 1:16:51

50 5464 青柳 望 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾉｿﾞﾑ エスケーライン 札幌市 1:17:13
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51 5426 中西 丞 ﾅｶﾆｼ ｽｽﾑ 江別市 1:17:16

51 5334 安倍 靖明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 札幌市 1:17:16

53 5317 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 三菱重工 札幌市 1:17:17

54 5696 伊藤 健 ｲﾄｳ ｹﾝ Ｃｈｏｉニスト 札幌市 1:17:22

55 5262 市川 知幸 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 水山班 稚内市 1:17:34

56 6286 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 株式会社巴商会 千歳市 1:17:40

57 6331 佐藤 大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ＲＴＳ 千歳市 1:17:53

58 5353 古林 一馬 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市 1:17:57

59 6497 畠山 淳 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 千歳市 1:18:10

60 6302 藤村 誠司 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞ 千歳市 1:18:14

61 5323 高木 潤 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 1:18:19

62 5471 鈴木 賢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 札幌市 1:18:29

63 5341 植木 将史 ｳｴｷ ﾏｻｼ 札幌市 1:18:31

64 5005 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ＡＯＩ国際病院 東京都 1:18:35

65 5384 伊藤 和弘 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:18:38

66 6496 宮﨑 津志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾕｷ 千歳市 1:18:46

67 5280 梶原 弘巳 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:19:11

68 5350 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 1:19:20

69 5299 芹澤 誠 ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 北広島市 1:19:31

70 5301 鈴木 怜太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 安平町 1:19:36

71 5450 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 1:20:23

72 5344 伊藤 努 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 恵庭市 1:20:24

73 5296 佐川 直哉 ｻｶﾞﾜ ﾅｵﾔ フクダ電子 札幌市 1:21:14

74 5435 高桑 宣人 ﾀｶｸﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 1:21:16

75 5011 木谷 達 ｷﾀﾆ ｻﾄﾙ 東京都 1:21:26

76 5279 細川 宗徳 ﾎｿｶﾜ ﾑﾈﾉﾘ 明円グループ 札幌市 1:21:33

77 6400 金谷 清貴 ｶﾅﾔ ｷﾖﾀｶ 千歳市 1:21:50

78 5065 橋本 健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:22:04

79 5524 隣 雅之 ﾁｶｷ ﾏｻﾕｷ 北千歳駐屯地 恵庭市 1:22:18

79 6041 音喜多 啓 ｵﾄｷﾀ ﾋﾛﾑ 札幌市 1:22:18

81 5622 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 岩見沢市 1:22:23

82 5290 若林 つとむ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ デンソー北海道 札幌市 1:22:34

83 5505 上原 耕平 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾍｲ 北村小学校 岩見沢市 1:22:37

84 5469 三国 弘樹 ﾐｸﾆ ﾋﾛｷ ザ・ベスト 札幌市 1:22:47

85 6321 稲村 慎吾 ｲﾅﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 千歳市 1:22:51

86 5305 高田 卓 ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:22:53

86 6298 奥山 優二 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:22:53

88 5206 齊藤 秀樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ チームハシカワ 沖縄県 1:23:14

89 5495 清水口 卓司 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸｼﾞ 医療法人北翔会 江別市 1:23:17

90 5535 武田 圭一 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｲﾁ ねむろ花みず木 根室市 1:23:22

91 5999 西川 和行 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 悦馬会 恵庭市 1:23:29

92 6109 宮越 悠貴 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ アートホーム 札幌市 1:23:45

93 5420 中川 智生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 月形町 1:23:58

94 5367 佐々木 晋 ｻｻｷ ｽｽﾑ 岩見沢市 1:24:08

95 6294 谷本 岳彦 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 千歳市 1:24:09

96 5408 高田 則幸 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 岩見沢市 1:24:12

97 6323 鳴海 亮 ﾅﾙﾐ ﾘｮｳ 千歳市 1:24:16

98 5657 尾崎 明広 ｵｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:24:21

99 5194 弘瀬 健太 ﾋﾛｾ ｹﾝﾀ 福岡県 1:24:23

100 6423 杉本 肇二 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ デンソー北海道 千歳市 1:24:33
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101 5446 三上 徹也 ﾐｶﾐ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:24:35

102 5319 大場 真治 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 千歳市役所 札幌市 1:24:38

103 5794 深作 慶友 ﾌｶｻｸ ﾔｽﾄﾓ 旭川市 1:24:49

104 6434 田中 朝美 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 空自千歳基地 千歳市 1:24:52

105 5429 高橋 慶行 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 開発工営社 札幌市 1:24:54

106 5405 堀 啓知 ﾎﾘ ﾖｼﾄﾓ 札幌市 1:25:01

107 5793 櫻田 照明 ｻｸﾗﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 札幌市 1:25:04

108 5822 橋本 和季 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:25:07

109 5618 白尾 喬 ｼﾗｵ ﾀｶｼ 北広島市 1:25:12

110 6314 田中 真史 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ ＮＥＨ 千歳市 1:25:15

111 5403 下村 圭 ｼﾓﾑﾗ ｹｲ ＭＤＣ 三笠市 1:25:18

112 6137 茅根 徹也 ﾁﾉﾈ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:25:25

113 6402 駒木 かずや ｺﾏｷ ｶｽﾞﾔ 千歳市 1:25:43

114 5381 豊島 和己 ﾄﾖｼﾏ ｶｽﾞﾐ 圏南クラブ 恵庭市 1:25:50

115 5397 角田 潤一 ｶｸﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:25:54

115 5346 鈴木 基弘 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ キングペリカン 札幌市 1:25:54

117 5610 石岡 春彦 ｲｼｵｶ ﾊﾙﾋｺ 札幌市 1:25:57

118 5416 飯塚 俊行 ｲｲﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 函館市 1:26:02

119 6300 杉原 良作 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｻｸ デンソー北海道 千歳市 1:26:05

120 6019 田制 陽平 ﾀｾｲ ﾖｳﾍｲ 恵庭市 1:26:13

121 5463 佐藤 文保 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔｽ エスケーライン 石狩市 1:26:22

122 5981 田中 英行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:26:24

123 6509 西田 博紀 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 1:26:34

124 5771 澤田 光臣 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｵﾐ 新ひだか 新ひだか町 1:26:36

125 5562 紺世 知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 1:26:41

126 5621 高木 友史 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾄ 札幌市 1:26:45

126 5399 林 宏幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 釧路市 1:26:45

128 5210 高田 健 ﾀｶﾀ ﾀｹｼ 富山県 1:26:47

129 5415 林 久哲 ﾊﾔｼ ﾋｻﾖｼ 札幌市 1:26:48

130 5780 鉾崎 聖太郎 ﾎｺｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 藻岩小学校 札幌市 1:26:50

131 5333 伊崎 秀悟 ｲｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ チームしまぶ 札幌市 1:26:52

132 5659 大上 一俊 ｵｵｳｴ ｶｽﾞﾄｼ 江別市 1:26:59

133 6394 坂本 淳 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 佐藤水産 千歳市 1:27:10

134 5548 曽根 敏夫 ｿﾈ ﾄｼｵ 札幌市消防局 札幌市 1:27:11

135 5351 鶴羽 康弘 ﾂﾙﾊ ﾔｽﾋﾛ あしりべつ病院 江別市 1:27:17

136 5456 堀田 智宏 ﾎﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 1:27:19

137 5392 松浦 直人 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾄ 札幌市 1:27:25

138 5303 中村 純輝 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:27:29

139 5995 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 札幌市 1:27:37

140 5753 柴田 雄一 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 札幌市 1:27:42

141 5411 和泉 雅也 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ 赤レンガ走友会 札幌市 1:28:15

142 6385 榊原 堅太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 千歳市 1:28:18

143 5200 大原 章 ｵｵﾊﾗ ｱｷﾗ 福岡県 1:28:21

144 6469 栗栖 成央 ｸﾘｽ ﾅﾙﾋｻ 千歳市 1:28:34

145 5413 佐藤 裕次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 苫東石油備蓄 苫小牧市 1:28:39

146 5312 佐藤 直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ ３９９Ｅｃｏ 江別市 1:28:40

146 5422 柴田 和宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ポンズ 岩見沢市 1:28:40

146 5451 金澤 司男 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 三笠市 1:28:40

149 5898 江良 和洋 ｴﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:28:49

150 5678 角田 翼 ｶｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 武田薬品 札幌市 1:29:06
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151 5449 森田 雄介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ モリモトＲＣ 苫小牧市 1:29:07

151 5302 野陳 恵一 ﾉｼﾞﾝ ｹｲｲﾁ 北広島市 1:29:07

153 5437 溝上 忠彦 ﾐｿﾞｶﾐ ﾀﾀﾞﾋｺ 札幌市 1:29:11

154 5619 大高 義紀 ｵｵﾀｶ ﾖｼﾉﾘ 渡辺ファミリー 留萌市 1:29:13

155 5715 室橋 伸泰 ﾑﾛﾊｼ ﾉﾌﾞﾔｽ 札幌市 1:29:23

156 5614 山下 直樹 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ リンクス 函館市 1:29:28

157 5517 米倉 剛 ﾖﾈｸﾗ ﾀｹｼ 北見市 1:29:30

157 5784 向 敏広 ﾑｶｲ ﾄｼﾋﾛ 有志健走会南恵 恵庭市 1:29:30

159 5887 野村 勝人 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 市役所 札幌市 1:29:35

160 5796 松田 圭大 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 1:29:45

161 5004 鈴木 健正 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 東京都 1:29:49

162 6429 平間 雄治 ﾋﾗﾏ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:29:53

163 5597 石川 悟朗 ｲｼｶﾜ ｺﾞﾛｳ 札幌市 1:29:59

163 5538 宮内 宏幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 島松 恵庭市 1:29:59

165 5781 橋谷 英介 ﾊｼﾔ ｴｲｽｹ 札幌市 1:30:04

166 5176 荒谷 幸治 ｱﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ 兵庫県 1:30:08

167 5440 松田 伸 ﾏﾂﾀ ｼﾝ シャーボルト 江別市 1:30:20

168 6343 斉藤 剛広 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 1:30:40

169 6360 富永 貴之 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 千歳市 1:30:42

170 5921 浅野 良典 ｱｻﾉ ﾖｼﾉﾘ 岩見沢市 1:30:44

171 5574 浜田 順一 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ はまちゃんねる 札幌市 1:30:46

171 5772 佐原 将人 ｻﾊﾗ ﾏｻﾄ 函館市 1:30:46

173 5328 森本 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ モリモトＲＣ 苫小牧市 1:30:55

174 5997 河合 敦 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 札幌市 1:30:58

175 5386 吉尾 充二 ﾖｼｵ ｱﾂｼﾞ 札幌市 1:31:05

176 6327 甲斐 寛理 ｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 千歳市 1:31:13

177 5755 林 寛之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＫＩＮＡＫＯ 札幌市 1:31:16

178 5559 広瀬 和富 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾄﾐ 札幌市 1:31:28

179 5565 澤 康幸 ｻﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市 1:31:48

179 5140 青嶋 英生 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 1:31:48

181 5483 松藤 一樹 ﾏﾂﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:31:54

182 5936 六車 将 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾏｻｼ 札幌市 1:31:59

183 5490 星野 正人 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾄ 札幌市 1:32:10

183 6384 棚瀬 勝重 ﾀﾅｾ ｶﾂｼｹﾞ 北部方面混成団 千歳市 1:32:10

185 6033 服部 慎一 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝｲﾁ 札幌市 1:32:12

186 6101 高橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ ＴＲＦ星０８ 札幌市 1:32:25

187 5829 菅野 慎哉 ｶﾝﾉ ｼﾝﾔ 札幌市 1:32:31

188 5389 山崎 雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 北翔会 札幌市 1:32:43

189 5192 廣瀬 一海 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾐ 福岡県 1:32:47

190 6395 鈴木 勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 無所属 千歳市 1:32:55

191 5750 松居 雄司 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ （株）山川 室蘭市 1:33:14

192 5607 鈴木 充隆 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾀｶ ＲＵＮ－札幌 北広島市 1:33:15

193 5609 須藤 正也 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 留萌市 1:33:18

193 5394 武田 将道 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 釧路市 1:33:18

195 6143 石岡 真吾 ｲｼｵｶ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:33:27

196 5578 近藤 修司 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 札幌市 1:33:34

197 5423 中塚 雄一郎 ﾅｶﾂｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ち～むつねさま 札幌市 1:33:37

198 5698 花田 拓基 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛｷ 札幌市 1:33:45

199 5383 高橋 英章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 1:33:50

200 6354 池田 英司 ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ 千歳高等支援 千歳市 1:33:52
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201 5448 伊藤 宣喜 ｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 札幌市 1:34:13

202 6451 長内 幹 ｵｻﾅｲ ﾂﾖｼ 東千歳自衛隊 千歳市 1:34:14

203 5095 早川 知宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:34:15

204 6372 平井 譲治 ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 千歳市 1:34:20

205 6517 松尾 和真 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 1:34:24

206 6063 前東 慶祐 ﾏｴﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ いきいき行動隊 札幌市 1:34:27

207 5620 菅野 太 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 恵庭市 1:34:33

208 6359 武田 達也 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千歳市 1:34:53

209 6309 大山 功晃 ｵｵﾔﾏ ﾅﾙｱｷ 千歳市 1:35:00

210 6162 村上 健志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ しかクラブ 平取町 1:35:02

211 5598 下佐 祐輔 ｼﾓｻ ﾕｳｽｹ 石狩市 1:35:08

212 5654 朝倉 淳一 ｱｻｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大樹町 1:35:09

213 5513 村井 宏行 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ クワザワ 札幌市 1:35:13

214 5667 小笠原 秀行 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ ＬＩＸＩＬＴＳ 札幌市 1:35:15

215 6450 櫻井 洋一郎 ｻｸﾗｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 千歳市 1:35:29

216 5195 満武 勝嗣 ﾐﾂﾀｹ ｶﾂｼ ゼノクロス 福岡県 1:35:31

217 6358 逢坂 学 ｵｵｻｶ ﾏﾅﾌﾞ コンサ２０１ 千歳市 1:35:42

218 6319 伊藤 篤紀 ｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 千歳市 1:35:44

219 6018 杉澤 真拡 ｽｷﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 渓和会江別病院 札幌市 1:35:55

220 5932 桑山 剛輝 ｸﾜﾔﾏ ﾂﾖｷ 恵庭市 1:36:03

221 5201 伊藤 慎一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ヤギュー 福岡県 1:36:19

222 5912 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 健幸マラソン部 石狩市 1:36:23

223 6220 髙木 吉実 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾐ ザ・ベスト 江別市 1:36:24

224 6452 大津 真実 ｵｵﾂ ﾏｺﾄ 千歳市 1:36:26

224 6149 益山 桂太郎 ﾏｽﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 札幌市 1:36:26

226 5768 山下 英樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 1:36:29

227 5646 福島 敦 ﾌｸｼﾏ ｱﾂｼ 札幌市 1:36:33

228 6108 小川 世晃 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ アートホーム 恵庭市 1:36:35

228 6095 後木 一哉 ｳｼﾛｷﾞ ｶｽﾞﾔ 後木工務店 江別市 1:36:35

230 5482 馬島 直樹 ﾏｼﾞﾏ ﾅｵｷ 札幌市 1:36:38

231 6391 渡邉 裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 夕張市消防署 千歳市 1:36:39

231 6515 佐々木 浩希 ｻｻｷ ﾋﾛｷ 千歳市 1:36:39

233 5903 井澗 孝 ｲﾀﾆ ﾀｶｼ 札幌市 1:36:49

234 6362 米田 正寿 ﾏｲﾀ ﾏｻﾄｼ オクダソカベ 千歳市 1:37:02

235 6210 吉田 潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＣＲＥ 札幌市 1:37:14

236 6260 阿部 克俊 ｱﾍﾞ ｶﾂﾄｼ カチュラル 札幌市 1:37:22

237 6307 田中 利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 千歳市 1:37:37

238 5975 榎戸 大輔 ｴﾉｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 寺岡北海道 札幌市 1:37:40

239 5541 藤野 忠 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 長沼町 1:37:43

240 6189 池田 真人 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 江別市 1:38:01

241 5017 田中 健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 東京都 1:38:06

242 5658 中島 正博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:38:16

243 6470 富阪 康信 ﾄﾐｻｶ ﾔｽﾉﾌﾞ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 1:38:38

244 5550 小桜 隆行 ｺｻﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:38:44

245 5689 石田 裕司 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ チームそら 札幌市 1:38:57

246 5674 山口 大志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾄｼ ＡＵＢＥ 札幌市 1:39:05

247 6350 渡邉 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ デンソー北海道 千歳市 1:39:09

248 5857 江ノ上 高之 ｴﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ さくらの花整骨 江別市 1:39:14

249 6449 菅原 隆広 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 1:39:23

250 6466 境 和彦 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋｺ 千歳市 1:39:28
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251 5507 木戸 宏行 ｷﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 苫小牧市 1:39:29

252 5778 熊谷 善和 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 岩見沢市 1:39:36

253 5983 岡崎 紘明 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 恵庭市 1:39:37

254 6370 菖蒲 準 ｱﾔﾒ ｼﾞｭﾝ ジェイエスエス 千歳市 1:39:49

255 5158 塔本 洋史 ﾄｳﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府 1:39:59

256 6193 間野 弘晶 ﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:40:01

257 6141 山崎 智広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 1:40:09

258 5827 三崎 千寛 ﾐｻｷ ﾁﾋﾛ チーム坂井 幕別町 1:40:17

259 5861 澤本 一 ｻﾜﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 1:40:43

260 6482 中田 圭介 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 千歳市 1:40:49

261 5834 高井 史朗 ﾀｶｲ ｼﾛｳ 石狩市 1:40:58

262 6410 前田 彰 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 千歳市 1:41:09

263 6099 島袋 智広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋﾛ チームしま部 札幌市 1:41:10

264 6291 藤井 博志 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ チーム しま部 千歳市 1:41:16

265 5907 磯谷 篤実 ｲｿｶﾞｲ ｱﾂﾐ ＪＲＴＴ 札幌市 1:41:25

266 5400 竹本 ひろき ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ ＭＪＳ 札幌市 1:41:26

267 5672 渡邉 圭次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:41:38

268 5515 菊池 信悟 ｷｸﾁ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:41:41

269 5874 藤森 史朗 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾛｳ ＨＥＲＯＲＣ 札幌市 1:41:50

270 5987 相馬 俊介 ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 緑愛園 札幌市 1:42:18

271 5686 向峯 聖 ﾑｶｲﾐﾈ ｼｮｳ 札幌市 1:42:32

271 5687 高田 達明 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｱｷ 札幌市 1:42:32

273 5032 大谷 光司 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ 東京都 1:42:42

274 6293 谷口 寛典 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 1:42:46

274 6139 大場 隼人 ｵｵﾊﾞ ﾊﾔﾄ 札幌市 1:42:46

276 6471 高橋 裕希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 千歳市 1:42:56

277 6177 真嶋 貴臣 ﾏｼﾏ ﾀｶｵﾐ ラフネス走遊会 小樽市 1:43:05

278 6097 大森 歓 ｵｵﾓﾘ ｶﾝ 札幌市 1:43:07

279 5719 服部 暁史 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾌﾐ ありＡ．Ｃ 札幌市 1:43:45

280 5984 佐々木 学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 珍獣 札幌市 1:43:47

281 5798 太田 雅晴 ｵｵﾀ ﾏｻﾊﾙ 札幌市 1:43:48

282 5092 国吉 貴史 ｸﾆﾖｼ ﾀｶｼ 千葉県 1:43:49

283 5721 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ＡＲＣ４０ 余市町 1:44:04

284 6424 井手 淳一郎 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 千歳市 1:44:12

285 6403 千田 益大 ﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 1:44:20

286 5787 髙橋 友明 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 札幌市 1:44:31

287 6510 竹内 肇 ﾀｹｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 千歳市 1:44:40

288 6093 三浦 政克 ﾐｳﾗ ﾏｻｶﾂ 恵庭市 1:44:41

289 6441 佐藤 良祐 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 千歳市 1:44:43

290 6467 喜多 俊介 ｷﾀ ｼｭﾝｽｹ 疾走科学者失踪 千歳市 1:44:48

291 5145 坪井 貴司 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｼ 愛知県 1:44:49

292 5919 安松 宗一郎 ﾔｽﾏﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:45:08

293 6367 竹川 正興 ﾀｹｶﾞﾜ ﾏｻｵｷ 餃子大好き！ 千歳市 1:45:39

294 6129 山口 明久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 由仁町 1:45:46

295 5102 岡 幸法 ｵｶ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 1:45:53

296 6255 結城 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 札幌市 1:45:56

297 5743 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 札幌市 1:45:57

298 5157 西村 元一 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｶｽﾞ ＡＲＣ 大阪府 1:46:02

299 6007 村上 尚 ﾑﾗｶﾐ ﾋｻｼ 北斗市 1:46:21

300 5472 田中 敦 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 恵庭市 1:46:29
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301 5022 丸山 孝二 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:46:31

301 5454 村上 賢二 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ ＴＢＤ 当別町 1:46:31

303 6163 富澤 大和 ﾄﾐｻﾜ ﾔﾏﾄ （株）ノベルズ 帯広市 1:46:45

304 6406 宮本 聖 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄﾙ コンサクラス 千歳市 1:46:51

305 5470 平賀 将之 ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾕｷ 苫小牧市 1:46:55

305 5171 秋山 伸一 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｲﾁ ＳＡＮＫｓ会 京都府 1:46:55

307 5474 佐藤 宇礼 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 元めぐ小山岳部 札幌市 1:46:58

308 5116 浅田 裕範 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 1:47:01

309 5110 村田 洋輔 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:47:14

310 5637 大江 建 ｵｵｴ ﾀﾂﾙ 札幌市 1:47:22

311 6438 小山 健也 ｺﾔﾏ ｹﾝﾔ 千歳市 1:47:46

312 6338 佐藤 信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 人参嫌いの兎 千歳市 1:47:52

313 5478 木村 秀幸 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:47:57

314 5949 毛利 貴博 ﾓｳﾘ ﾀｶﾋﾛ 北広島市 1:48:06

315 6431 長森 聡 ﾅｶﾞﾓﾘ ｻﾄｼ 読書普及協会 千歳市 1:48:09

316 5522 安岡 信治 ﾔｽｵｶ ｼﾝｼﾞ 札幌市 1:48:28

317 5860 小向 雅史 ｺﾑｶｲ ﾏｻｼ チームぽこ 札幌市 1:48:38

318 5443 上西 真人 ｶﾐﾆｼ ﾏｻﾄ ルネサンス 札幌市 1:48:40

319 5453 圓成 興哉 ｴﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 札幌市 1:48:51

320 5501 天沼 清貴 ｱﾏﾇﾏ ｷﾖﾀｶ 札幌市 1:48:54

321 5713 田守 直弘 ﾀﾓﾘ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 1:49:04

322 6420 伊関 太郎 ｲｾｷ ﾀﾛｳ 千歳市 1:49:11

323 6015 阿部 宏俊 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 札幌市 1:49:28

324 6375 中村 圭介 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 千歳市 1:49:31

325 5088 小柴 一真 ｺｼﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 1:50:13

326 6498 鏑木 竜司 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ ３ＭＧ１０ＦＵ 千歳市 1:50:22

327 5937 小賀坂 貴広 ｺｶﾞｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:50:58

328 5068 嶋村 安仁 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 神奈川県 1:51:04

329 5770 入倉 仁 ｲﾘｸﾗ ﾋﾄｼ 岩見沢市 1:51:09

330 5445 前野 了宏 ﾏｴﾉ ｱｷﾋﾛ ナイアガラ 札幌市 1:51:16

331 5956 秦 孝宏 ﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:51:29

332 5852 木幡 篤 ｺﾊﾀ ｱﾂｼ 富良野協会病院 富良野市 1:51:34

333 5460 川村 健太郎 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 1:51:37

334 5801 若林 裕也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 札幌市 1:51:44

334 6366 干場 卓 ﾎｼﾊﾞ ﾀｸ 千歳市 1:51:44

336 6021 斉藤 武博 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 1:52:12

337 5751 今野 崇士 ｺﾝﾉ ﾀｶｼ 室蘭市 1:52:15

338 5428 羽柴 恭兵 ﾊｼﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 1:52:18

338 5544 澤田 貴之 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:52:18

340 6085 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ＮＴＴ札幌北 札幌市 1:53:03

340 5038 土屋 賢和 ﾂﾁﾔ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:53:03

342 5945 瀬野 和希 ｾﾉ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:53:17

343 5585 福津 達也 ﾌｸﾂ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:53:20

344 5131 瀬川 知彦 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 埼玉県 1:53:40

345 6405 髙田 礼彰 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ デンソー北海道 千歳市 1:53:43

346 5812 本川 一樹 ﾓﾄｶﾜ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:54:00

347 6160 石倉 善和 ｲｼｸﾗ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 1:54:01

348 6216 谷脇 正基 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｷ 恵庭市 1:54:16

349 6056 木本 優士郎 ｷﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ ＪＡ札幌厚生 札幌市 1:54:22

350 6159 小笠原 信之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ えりも町 1:54:24
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351 5304 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:54:27

352 6454 畠山 佳貴 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ チーム石垣らぶ 千歳市 1:55:13

353 5866 本田 光 ﾎﾝﾀﾞ ﾋｶﾙ 札幌市 1:55:17

354 6414 植松 裕貴 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｷ 悦馬会 千歳市 1:55:24

355 6371 高橋 卓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 千歳市 1:55:44

356 6218 山村 泰博 ﾔﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 1:56:24

357 5690 畑 恵成 ﾊﾀ ｹｲｾｲ ザ・ベスト 札幌市 1:56:58

358 6051 伊藤 篤 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 頑張れコンサ 札幌市 1:57:05

359 6226 木下 貴史 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 滝川市 1:57:12

360 5819 尾崎 剛寛 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 江別市 1:57:30

361 6185 藤田 道洋 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾋﾛ 恵庭市 1:57:37

362 5181 信頭 良明 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾖｼｱｷ 林六株式会社 兵庫県 1:57:47

363 5132 福田 裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ＳＪ 埼玉県 1:57:52

363 6053 進谷 洋平 ｼﾝﾀﾆ ﾖｳﾍｲ ＮＴＴＤＭＳＥ 札幌市 1:57:52

365 5958 室井 崇 ﾑﾛｲ ﾀｶｼ 札幌市 1:57:56

366 6037 久保 隆弘 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:58:03

367 6038 西山 裕能 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 札幌市 1:58:10

368 5042 木村 友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ ＴＡＲＣ蘇州 東京都 1:58:11

369 5465 安部 利彦 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋｺ エスケーライン 札幌市 1:58:23

370 6073 清水 洋佑 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 1:58:26

371 6120 ベック ジェレミ ﾍﾞｯｸ ｼﾞｪﾚﾐ 倶知安町 1:58:27

372 6369 沼田 哲平 ﾇﾏﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 餃子王子 千歳市 1:58:43

373 6392 佐々木 稔 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 千歳市 1:59:14

374 6227 三上 陽平 ﾐｶﾐ ﾖｳﾍｲ 札幌市 1:59:40

375 5162 川上 哲治 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｼﾞ 大阪府 2:00:18

376 6435 田中 直之 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ 千歳市 2:00:45

377 6436 壁谷 望 ｶﾍﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 千歳市 2:00:51

378 6440 田名辺 康隆 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾀｶ デンソー北海道 千歳市 2:01:24

379 5991 才川 大介 ｻｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:02:16

380 6138 中島 拓真 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 札幌市 2:03:29

381 6060 大津 将隆 ｵｵﾂ ﾏｻﾀｶ チーム黒田 札幌市 2:03:30

382 6107 松井 仁志 ﾏﾂｲ ﾋﾄｼ 恵庭市 2:03:33

382 5941 青山 克己 ｱｵﾔﾏ ｶﾂﾐ スポーツデポ 北広島市 2:03:33

384 5079 相川 雅和 ｱｲｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 2:04:33

385 6194 佐々木 一成 ｻｻｷ ｶｽﾞﾅﾘ 札幌市 2:05:08

386 6090 村上 祐司 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:05:16

386 6118 小笠原 克彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾂﾋｺ Ｏｈａｎａ 札幌市 2:05:16

388 5167 白田 文昭 ｼﾛﾀ ﾌﾐｱｷ 大阪府 2:05:25

389 5581 榊原 和英 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 恵庭市 2:05:39

390 5951 新保 雅大 ｼﾝﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 新冠町 2:06:11

391 5944 水谷 英一 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴｲｲﾁ 札幌市 2:06:27

392 6052 本山 利進 ﾓﾄﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 札幌市 2:06:39

393 5146 平瀬 昭広 ﾋﾗｾ ｱｷﾋﾛ Ｂ＆Ｉちーむ 愛知県 2:09:34

394 6237 村上 公一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 恵庭市 2:10:41

395 5043 小嶋 和樹 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 東京都 2:10:54

396 6195 角谷 貴之 ｶﾄﾞﾔ ﾀｶﾕｷ ＣＲＥ 北広島市 2:12:23

396 6219 山城 博紀 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛｷ ＣＲＥ 札幌市 2:12:23

398 6069 平出 英之 ﾋﾗﾃﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 釧路市 2:12:40

399 5064 高山 友輔 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:13:30

400 5217 野中 佑太 ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 秋田県 2:14:04
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401 6241 藤田 勝之 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾕｷ 札幌市 2:17:10

402 6488 佐藤 正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 千歳市 2:19:57

403 6124 橋本 昌樹 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 浦人ＲＣ 札幌市 2:20:11

403 5044 渡辺 史郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 東急不動産 東京都 2:20:11

405 6224 浜崎 聖史 ﾊﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 室蘭市 2:21:28

406 6445 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 中山建設 千歳市 2:22:00

407 6481 土田 哲 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 千歳市 2:26:47

408 6247 鈴木 浩二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 登別市 2:27:05

409 6484 金山 祥大 ｶﾅﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:29:51

410 6265 木下 直紀 ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ アルペン 札幌市 2:30:23

411 5163 香西 亮祐 ｺｳｻﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 2:30:52

412 6388 阿部 泰裕 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:31:06

413 5466 大西 拓馬 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾏ エスケーライン 札幌市 2:31:31

414 5040 脇谷 雄介 ﾜｷﾀﾆ ﾕｳｽｹ 東京都 2:35:35

415 5168 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 大阪府 2:38:03

416 6487 伊藤 一成 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 一成不動産 千歳市 2:43:34

417 6197 横田 敏幸 ﾖｺﾀ ﾄｼﾕｷ 三信調剤薬局 札幌市 2:50:28

418 5089 佐沢 暖 ｻｻﾞﾜ ｱﾂｼ シシリヤ 神奈川県 3:01:55

419 6486 松田 孝裕 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 3:27:32

420 6456 中川 翼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｽｸ 千歳市 3:27:33
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