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1 1996 猪俣 圭介 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 千歳市 2:35:03

2 444 花井 志朗 ﾊﾅｲ ｼﾛｳ 札幌よるかぜ 札幌市 2:41:16

3 474 今野 豪 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ 札幌市 2:44:01

4 326 坂本 直希 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪陸協 大阪府 2:44:30

5 478 藤島 圭恭 ﾌｼﾞｼﾏ ｹｲｽｹ 小樽市 2:46:00

6 448 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 平取小学校 苫小牧市 2:49:38

7 451 後藤 修人 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 札幌市 2:52:40

8 1828 竹内 元気 ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝｷ チーム福田 千歳市 2:54:22

9 528 山名 祥貴 ﾔﾏﾅ ﾖｼｷ 札幌市 2:54:30

10 6 葛西 優輔 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 東京都 2:55:41

11 1843 伊勢 将希 ｲｾ ﾏｻｷ 島．ＲＣ千歳 千歳市 2:57:15

12 13 粟飯原 隆司 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ ほかん 東京都 2:59:31

13 11 寺川 雄介 ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 東名化学工業 東京都 2:59:45

14 519 柴口 直之 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 札幌市 3:01:37

15 192 堀 文彰 ﾎﾘ ﾌﾐｱｷ オカモト 千葉県 3:02:01

16 505 小玉 淳史 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ もやしもん 札幌市 3:02:30

17 479 齊藤 大将 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 釧路市 3:04:08

18 497 新岡 秀斗 ﾆｲｵｶ ｼｭｳﾄ 札幌市 3:04:11

19 486 小倉 正寛 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ ＥＮＤＬＥＳＳ 札幌市 3:07:52

20 334 永島 冬馬 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｳﾏ 大阪府 3:08:56

21 466 植嶋 大地 ｳｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 札幌市 3:10:20

22 15 岡 絢太 ｵｶ ｹﾝﾀ 東京都 3:11:06

23 564 鳥山 博隆 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 帯広市 3:12:30

24 544 紫竹 光 ｼﾁｸ ﾋｶﾙ エクセルＲＣ 札幌市 3:12:31

25 825 岡山 和弘 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 洞爺湖町 3:14:41

26 371 山本 陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 3:14:57

27 831 伊東 隼輝 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 札幌市 3:15:17

28 587 上山 賢大 ｳｴﾔﾏ ｹﾝﾀﾞｲ 札幌市 3:16:06

29 440 三浦 隆寛 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 青森県 3:18:08

30 492 石丸 礼央 ｲｼﾏﾙ ﾚｵ 士別市 3:18:25

31 993 市川 颯人 ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 札幌市 3:19:14

32 1598 小路 拡 ｼｮｳｼﾞ ｺｳ 札幌市 3:19:24

33 570 遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 佐呂間町 3:20:33

34 2002 富所 大河 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾀｲｶﾞ 千歳市 3:22:12

35 1168 坂 和平 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾍｲ 室蘭市 3:23:27

36 2003 和泉 剛 ｲｽﾞﾐ ﾂﾖｼ 千歳市 3:25:09

37 391 伊藤 弘貴 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 広島県 3:25:32

38 191 越原 大賀 ｺｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 早大ほかん 千葉県 3:26:20

39 1454 高田 雄生 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 東海大札幌高校 札幌市 3:26:22

40 721 香田 悠渡 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩見沢市 3:26:34

41 677 福田 大樹 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 苫小牧市 3:27:39

42 650 東出 拓真 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｸﾏ ＪＲＭＣ 札幌市 3:27:52

43 1927 長谷部 翔大 ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳﾀ 千歳市 3:29:06

44 554 岡村 峻 ｵｶﾑﾗ ｼｭﾝ 札幌市 3:31:49

45 2008 山田 幸樹 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 千歳市 3:32:25

46 1837 出口 善久 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 千歳市 3:33:52

47 1028 大塚 真史 ｵｵﾂｶ ﾏｻｼ 札幌市 3:34:52

48 907 松本 大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ ちばりよ～ＲＣ 江別市 3:35:53

49 1850 中村 将裕 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 3:36:02

50 19 大岩 徹 ｵｵｲﾜ ﾄｵﾙ 東京都 3:36:28
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51 757 永田 純輝 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｷ ＨＢＡＲＣ 札幌市 3:36:54

52 546 太田 諒 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 旭川市 3:36:59

53 1235 森本 龍志 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼ ＢＢ名寄店 名寄市 3:38:34

54 999 脇屋 海渡 ﾜｷﾔ ｶｲﾄ ＨＢＡＲＣ 札幌市 3:40:00

55 1949 井上 智之 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾕｷ 千歳市 3:41:41

56 765 鎌塚 龍生 ｶﾏﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ 酪農学園大学 江別市 3:41:59

57 1399 藤田 匠 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 江別市 3:42:00

58 921 中田 浩紀 ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ ＴＥＡＭたっぴ 小樽市 3:42:19

59 948 徳田 拓也 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾔ アキランメイツ 札幌市 3:43:46

60 199 森山 晶生 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷｵ 千葉県 3:45:13

61 1885 目黒 航平 ﾒｸﾞﾛ ｺｳﾍｲ 大鎮キムラ建設 千歳市 3:45:49

62 1182 塚越 海 ﾂｶｺｼ ｶｲ 恵庭市 3:45:58

63 29 小野木 里紀 ｵﾉｷﾞ ﾘｷ ＳＳＫ 東京都 3:46:31

64 1945 山本 純輝 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 千歳市 3:46:48

65 1648 瀧田 弥慶 ﾀｷﾀ ﾐﾂﾉﾘ 旭川市 3:46:57

66 845 佐野 元太 ｻﾉ ｹﾞﾝﾀ 札幌市 3:46:59

67 1266 宮本 健志郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 江別市 3:47:03

68 1746 竹中 来希 ﾀｹﾅｶ ﾗｲｷ 陸自 札幌市 3:47:42

69 2029 稲葉 貴司 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 千歳市 3:48:01

70 1172 工藤 翔太 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 札幌市 3:48:15

71 1998 仲田 晶太 ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千歳市 3:48:25

72 1494 飯田 裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 恵庭市 3:48:36

73 648 林 研太 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 恵庭市 3:48:40

74 1466 木島 勘太郎 ｷｼﾞﾏ ｶﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:49:04

75 851 西村 啓 ﾆｼﾑﾗ ｹｲ 札幌市 3:49:22

76 1184 宮本 タオ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｵ メディフィット 札幌市 3:49:29

77 782 小松 佳祐 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 三菱電機ＬＥ 札幌市 3:50:16

78 1881 橋本 竜人 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 千歳市 3:51:46

79 1638 土畑 喜樹 ﾂﾁﾊﾀ ﾖｼｷ ラクーヌ 札幌市 3:53:09

80 2027 内 優太郎 ｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 千歳市 3:53:11

81 1137 千棒 隼 ｾﾝﾎﾞｳ ｼｭﾝ 美幌町 3:54:52

82 2021 谷越 健吾 ﾀﾆｺｼ ｹﾝｺﾞ 千歳市 3:54:54

83 1729 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:55:42

84 1155 天谷 昂平 ｱﾏﾔ ｺｳﾍｲ 自衛隊 恵庭市 3:56:17

85 1083 加嶋 慎也 ｶｼﾏ ｼﾝﾔ ＫＲＣ 札幌市 3:56:28

86 1410 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 長沼高等学校 恵庭市 3:57:38

87 1000 山本 一毅 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 自衛隊 長沼町 3:58:36

88 1819 富岡 賢一 ﾄﾐｵｶ ｹﾝｲﾁ 陸上自衛隊 千歳市 3:58:48

89 151 桑原 宏介 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 神奈川県 3:58:51

90 1875 力田 航哉 ﾘｷﾀ ｺｳﾔ 千歳市 4:01:26

91 1113 山本 将太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 長沼町 4:01:49

92 1225 山本 隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 札幌市 4:03:23

93 1778 坂下 清貴 ｻｶｼﾀ ｷﾖﾀｶ 帯広市 4:03:45

94 51 湯川 大輔 ﾕｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:04:40

95 1327 橋本 穣 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳ 長沼町 4:06:04

96 1664 伊東 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 4:08:54

97 2013 宮脇 宏成 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｱｷ 千歳市 4:09:22

98 1216 簗場 琉斗 ﾔﾅﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 長沼町 4:09:33

99 1903 菅 英登 ｽｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 一般 千歳市 4:10:08

100 1950 横田 翔也 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾔ 千歳市 4:10:43
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101 1118 小林 慶範 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 4:12:32

102 95 酒井 琢人 ｻｶｲ ﾀｸﾄ 早大ホガン 東京都 4:12:58

103 1470 平田 上総 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｻ 岩見沢市 4:13:32

104 272 上田 浩史 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 群馬県 4:14:43

105 2018 浅井 一輝 ｱｻｲ ｶｽﾞｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:15:36

106 1860 小倉 拓巳 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 千歳市 4:16:02

107 249 田谷 康多 ﾀﾔ ｺｳﾀ カタリナーズ 栃木県 4:18:14

108 1423 安成 尚紀 ﾔｽﾅﾘ ﾅｵｷ 恵庭市 4:18:40

109 2007 堀部 毅 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 千歳市 4:18:47

110 784 緑川 陽 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾖｳ 北海道開発局 帯広市 4:19:00

111 1874 松居 一輝 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 千歳市 4:19:50

112 2000 川端 正徳 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 航空自衛隊 千歳市 4:20:57

113 967 岡村 亮 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳ 札幌市 4:22:38

114 2035 近藤 昂輝 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 無所属 大阪府 4:22:41

115 2006 宮本 日向 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ 千歳市 4:26:42

116 1963 松澤 仁志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 千歳市 4:26:54

117 261 松田 龍一 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 4:27:51

118 1413 山田 弥人 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ らんらんランド 札幌市 4:28:23

118 1979 渡部 崚介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 千歳市 4:28:23

120 1159 簗場 圭 ﾔﾅﾊﾞ ｹｲ 札幌市 4:29:42

121 1258 桜本 尚之 ｻｸﾗﾓﾄ ﾅｵﾕｷ ヤングハイツ 新ひだか町 4:30:29

122 1120 澤田 雄太 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 札幌市 4:31:58

123 1759 小柳 遼 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳ 江別市 4:32:04

124 2009 生田 雄也 ｲｸﾀ ﾕｳﾔ 千歳市 4:32:19

125 1508 狩野 真輝 ｶﾉｳ ﾏｻｷ 斗南ＲＣ 札幌市 4:32:24

126 321 佐藤 宣 ｻﾄｳ ｾﾝ 三重県 4:32:26

127 1592 金澤 康輔 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 恵庭市 4:32:34

128 781 扇 誠人 ｵｵｷﾞ ﾏｺﾄ 長沼町 4:33:01

129 2019 遠藤 悠樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:33:08

130 1931 渡部 峻 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 千歳市 4:33:19

131 1926 長谷川 烈 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 千歳市 4:33:30

132 1879 星野 大地 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲﾁ 千歳市 4:36:29

133 309 西川 瑞基 ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 愛知県 4:36:55

134 2016 松野 滉大 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 千歳市 4:37:38

135 1900 佐藤 文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 千歳市 4:39:35

136 1876 森川 航希 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ 千歳市 4:40:13

137 2028 渡辺 修平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 陸上自衛隊 千歳市 4:41:00

138 1455 松本 明彦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ 恵庭市 4:42:39

139 1209 大久保 健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 4:42:54

140 1608 石川 敬人 ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ 札幌市 4:43:09

141 1886 古屋 真隆 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾀｶ ヤングハイツ 千歳市 4:45:34

142 1198 曽根 宏亮 ｿﾈ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:50:22

143 1479 佐々木 奨之 ｻｻｷ ｼｮｳﾉ 中標津町役場 中標津町 4:50:40

144 2025 田川 千春 ﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 千歳市 4:51:53

145 1243 金田 周 ｶﾈﾀ ｼｭｳ ＯＳＫ 北広島市 4:51:58

146 314 田中 智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 4:52:12

147 1991 金野 寛喜 ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 千歳市 4:53:17

148 1935 原尾 浩平 ﾊﾗｵ ｺｳﾍｲ 千歳市 4:54:43

149 2032 久綱 淳太 ｸﾂﾅ ｼﾞｭﾝﾀ 千歳市 4:56:06

150 1504 服部 快斗 ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ 航空自衛隊 長沼町 4:57:49
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151 1721 丸山 太一 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 北央電装 富良野市 4:57:53

152 1226 千葉 尚希 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｷ 航空自衛隊 長沼町 5:00:03

153 1995 藤山 智彦 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 千歳市 5:01:15

154 1684 石岡 広大 ｲｼｵｶ ｺｳﾀﾞｲ こはるＲＣ 石狩市 5:01:17

155 1590 佐野 翔太 ｻﾉ ｼｮｳﾀ 函館市 5:02:43

156 2024 髙田 翔流 ﾀｶﾀﾞ ｶｹﾙ 千歳市 5:03:17

157 1983 佐藤 優樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 千歳市 5:12:40

158 1878 赤間 健太郎 ｱｶﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 千歳市 5:17:51

159 1570 武藤 貴大 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 北広島市 5:18:01

160 1461 高石 佳太 ﾀｶｲｼ ｹｲﾀ 札幌市 5:18:18

161 1862 谷川 友希 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳｷ 千歳市 5:19:43

162 1435 佐々木 浩人 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 札幌市 5:19:45

163 1753 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 北広島市 5:23:19

164 1620 本谷 歩 ﾓﾄﾔ ｱﾕﾑ 札幌市 5:23:45

165 2036 島添 優貴 ｼﾏｿﾞｴ ﾕｳｷ 東京都 5:26:19

166 426 神武 和也 ｺｳﾀｹ ｶｽﾞﾔ ホノルル会 石川県 5:26:20

167 1174 伊川 開 ｲｶﾜ ｶｲ 新ひだか町 5:30:28

168 1796 岡田 智成 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ 江別市 5:31:40

169 1674 小林 大造 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｿﾞｳ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:39:17

170 1877 望月 理人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾄ 千歳市 5:40:30

171 187 松田 拓海 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 慶應義塾大学 神奈川県 5:41:29

172 1731 三浦 健介 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:43:38

173 1772 長谷 健吾 ﾊｾ ｹﾝｺﾞ （株）アルペン 旭川市 5:45:12

174 1912 対馬 智哉 ﾂｼﾏ ﾄﾓﾔ 個人 千歳市 5:47:57

175 1794 小幡 海斗 ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 札幌市 5:50:24
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