
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 14 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防 7:30:50
2 125 大河原 斉揚 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾘｱｷ 東京都 カにクリーム丼 7:54:20
3 397 八十嶋 弘一 ﾔｿｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 名寄市 名寄自衛隊 8:40:31
4 206 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 まめきちＲＣ 8:44:35
5 103 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 アスラン部 8:47:59
6 366 橋本 貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県 8:50:07
7 280 杉下 博一 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 チームへべれけ 9:10:49
8 123 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:16:03
9 305 安田 尚紀 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 プラザ札幌 9:21:40

10 223 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 釧路市 釧路マラソンクラブ 9:23:01
11 25 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 稚内市 稚内開発建設部 9:23:52
12 138 陶山 和彦 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 9:26:26
13 402 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ 島根県 大田市立病院 9:26:48
14 255 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 まこみな＃２４ 9:46:33
15 407 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 家は窓から 9:48:37
16 249 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 9:50:32
17 304 藤原 彰人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾄ 鳥取県 9:52:28
18 279 太田 聖二 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 鎌倉１９６８ 9:53:01
19 161 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 大反省会 9:54:49
20 270 稲垣 吉正 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 ソニック 9:56:40
21 367 塚本 徹 ﾂｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 東京都 9:56:58
22 271 鬼頭 日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 9:57:57
23 277 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 チーム２００Ｋ 9:58:47
24 129 清田 広輝 ｾｲﾀ ｺｳｷ 神奈川県 9:59:36
25 17 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:01:42
26 15 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 10:17:44
27 29 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 Ｌ＆Ａ．ＲＣ 10:21:30
28 134 原 貴洋 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 ＮＡＭＥＤ 10:26:56
29 228 井川 明 ｲｶﾞﾜ ｱｷﾗ 旭川市 ＩＤＳ　千歳 10:33:07
30 116 川眞田 潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 新十津川町 大雪を囲む会 10:41:49
31 363 佐久間 仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 静岡県 大同特殊鋼 10:45:28
32 303 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 10:47:26
33 217 八木 陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 10:48:45
34 106 森田　洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 名寄市 ウルフランナーズ 10:50:55
35 13 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 10:53:18
36 141 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 神奈川県 10:53:30
37 254 田辺 茂樹 ﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｷ 愛知県 10:55:22
38 208 福島　保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 埼玉県 MAGIC 11:10:21
39 507 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 広島県 三原アスリートクラブ 11:11:53
40 401 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 勝鮨 11:14:09
41 157 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 11:15:10
42 246 荒尾 雅文 ｱﾗｵ ﾏｻﾌﾐ 東京都 11:21:42
43 432 玉井 伸哉 ﾀﾏｲ ｼﾝﾔ 神奈川県 玉井ＫＩＤＳ 11:24:39
44 224 小林 正幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 山梨県 11:24:56
45 107 毛利　恭介 ﾓｳﾘ ｷｮｳｽｹ 名寄市 ウルフランナーズ 11:27:50
46 369 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 11:29:58
47 289 渡辺 貴元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県 11:31:49
48 178 馮　暁暉 FENG XIAOHUI 海外 11:35:22
49 30 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 11:38:45
50 558 野上　秀夫 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ 恵庭市 恵庭走友会 11:40:50
51 212 蟻正　直樹 ｱﾘﾏｻ ﾅｵｷ 旭川市 11:41:21
52 2 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 チームしなまー 11:41:29
53 240 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 11:47:26
54 409 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 道東脳神経外科病院 11:52:26
55 290 柏葉 公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 北見市 11:55:17
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56 421 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 11:57:53
57 126 岡本 泰輔 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 神奈川県 11:57:59
58 510 白川　次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｦ 札幌市 11:59:05
59 171 中村 進也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 旭川市 Ｂ・Ｓ・ＲＵＮ 11:59:41
60 216 大島 一展 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 名寄市 ＴＲＣ稚内ＮＳＫＲＣ 12:02:54
61 136 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 12:05:07
62 418 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 12:12:14
63 231 磯部 剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 12:14:14
64 513 高野　強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別市 江別大麻狐狸庵 12:14:52
65 379 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 石狩市 石狩浜益ＲＣ 12:15:12
66 27 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 12:16:21
67 209 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 12:17:12
68 145 佐藤 朗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 新潟県 12:17:44
69 146 新居 悠輝 ﾆｲ ﾕｳｷ 埼玉県 12:21:32
70 298 星埜 正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 北の流??’Ｓ 12:22:50
71 274 福永 和幸 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 12:23:34
72 398 徳岡 亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 山形県 12:24:57
73 153 橋本 亮 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 旭川市 旭川医科大学 12:25:27
74 238 根来 直城 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵｷ 和歌山県 12:26:44
75 130 一ノ枝 亮輔 ｲﾁﾉｴ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 12:27:54
76 292 松本 晋一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 名寄市 12:28:12
77 433 山路 博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 12:29:32
78 176 大山 祐希 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 名寄市 ウルフランナーズ 12:31:28
79 454 石井　正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 12:32:09
80 184 長谷部　壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 12:32:55
81 428 奥山 和伸 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 東京都 12:33:09
82 544 和田 仁 ﾜﾀﾞ ﾋﾄｼ 神奈川県 12:34:51
83 257 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 岩内町 12:35:45
84 207 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 12:35:51
85 515 浅野　徹 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 岐阜県 多治見のD51 12:36:14
86 540 城丸 均 ｼﾞｮｳﾏﾙ ﾋﾄｼ 札幌市 Ｄｅｅｐｅｒｓ 12:37:59
87 361 寺田　義明 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 上富良野町 上富良野町立病院 12:38:09
88 537 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 札幌市 赤レンガ走友会 12:39:11
89 4 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 苫小牧市 12:39:52
90 448 石井 修 ｲｼｲ ｵｻﾑ 神奈川県 12:40:16
91 154 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 雄武町 稚内信用金庫 12:41:57
92 299 斉藤 保雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 札幌市 ＪＨＢ 12:42:04
93 203 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 12:42:13
94 105 山浦　雅弘 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 名寄市 ウルフランナーズ 12:42:43
95 410 金 章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県 12:43:42
96 247 山角 雄一 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 美唄市 美唄東高 12:44:54
97 110 高畠　俊也 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｼｭﾝﾔ 札幌市 12:45:20
98 1 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 12:45:49
99 266 菅本 潔 ｽｶﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 東京都 軍団ひとり 12:45:59

100 382 藤川 朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 浜頓別町 エサヌカランナーズ 12:46:27
101 205 粟野　剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 東京都 千代田走友会 12:50:37
102 278 三宅 美則 ﾐﾔｹ ﾖｼﾉﾘ 大阪府 12:51:39
103 509 福岡　新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 埼玉県 二枚目走友会 12:51:56
104 295 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 12:52:07
105 180 許斐　慎吾 ｺﾉﾐ ｼﾝｺﾞ 佐賀県 12:52:24
106 16 池田 啓一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 音更町 駒場ランナーズ 12:53:29
107 364 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 12:55:41
108 241 藤田 一巳 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 苫小牧市 王子製紙 12:56:11
109 521 熊谷　哲郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾛｳ 旭川市 旭川熊谷珠算塾 12:56:50
110 282 渡邊 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 小樽市 チームワタナベ 12:58:02
111 314 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 チーム256 12:59:03
112 378 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 13:03:09
113 149 今井 宏典 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 大同特殊鋼 13:03:20



114 306 石井 篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 岩見沢市 13:06:03
115 359 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 13:06:21
116 118 杉原 功太 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 埼玉県 スガツネ工業株式会社 13:06:37
117 10 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 13:06:43
118 508 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 13:07:12
119 396 谷 聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 13:08:32
120 269 金 斗ソプ ｷﾝ ﾄｿﾌﾟ 札幌市 13:08:46
121 501 梶原　務 ｶｼﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 高知県 梶原刃物製作所 13:09:39
122 455 山根　伸也 ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ 網走市 ＳＲＣ９０４ 13:09:54
123 120 松澤 和之 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 13:10:10
124 450 横田　健 ﾖｺﾀ ﾀｹｼ 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 13:11:07
125 135 橋本 篤史 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 埼玉県 13:12:27
126 265 藤本 太一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京都 リスクモンスター 13:13:05
127 307 田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 京都府 13:14:58
128 358 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:15:29
129 302 中村 暢希 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｷ 札幌市 ＪＨＢ 13:16:04
130 142 木村 友貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 東京都 Ｋ－ＮＥＸＴ 13:17:22
131 551 畠澤 憲二 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 別海町 別海町建設業協会 13:17:41
132 261 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 第７飛行隊 13:18:15
133 163 西 紘司 ﾆｼ ｺｳｼﾞ 札幌市 札幌よるかぜ 13:18:32
134 32 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 札幌ピーシーオー 13:19:18
135 272 石坂 勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 13:19:49
136 273 濱下 尚志 ﾊﾏｼﾀ ﾋｻｼ 札幌市 13:21:51
137 403 近藤 幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チーム美里 13:23:41
138 690 石井　巧 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 札幌市 13:24:25
139 132 石脇 健太 ｲｼﾜｷ ｹﾝﾀ 東京都 13:25:12
140 162 野崎 友宏 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 石狩市 13:25:41
141 452 久積　武 ﾋｻｽﾞﾐ ﾀｹｼ 沖縄県 13:26:27
142 374 竹渕 勝美 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ 東京都 ｚｉｐｐｙ 13:26:55
143 202 黒田　功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 東京医大うろ 13:29:06
144 144 岸山 真吾 ｷｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都 13:29:26
145 225 鎌田 雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 札幌市 鈍亀ランナーズ 13:29:49
146 152 奈良 豪 ﾅﾗ ﾀｹｼ 札幌市 １１ＡＡＲＣ 13:31:49
147 400 佐竹 大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 六華ランナーズ 13:32:03
148 219 松本 裕二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 網走市 13:32:33
149 222 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 Ｔｅａｍ半蔵門 13:32:59
150 294 津田 和司 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｼ 神奈川県 ＢＥＡＣＨ葉山 13:34:00
151 140 渡辺 貴洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 13:34:58
152 391 駒田 雅彦 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 プーリーズ 13:35:19
153 536 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ 札幌市 アクロスＪ 13:35:28
154 381 小川 隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 愛知県 13:35:43
155 262 梅津 裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 新ひだか町 13:36:00
156 456 伊藤　篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 13:36:15
157 158 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 13:36:44
158 365 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 千歳市 13:37:36
159 356 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 札幌市 札幌時計台走友会 13:39:23
160 28 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別のおじさんラガー 13:39:41
161 524 今田 博之 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 京都府 ニコニコソイ 13:39:56
162 425 櫻田 卓 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ 札幌市 六華ランナーズ 13:40:18
163 430 中山 大行 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 大阪府 六華ランナーズ倶楽部 13:40:18
164 172 福田 聖也 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 札幌市 13:40:57
165 263 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 札幌市 13:41:05
166 3 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院RC 13:42:32
167 33 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 静岡県 伊豆太陽農協本店 13:42:49
168 19 毛利 安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム土家調 13:43:56
169 21 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 三菱日立ＰＳ 13:44:13
170 386 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:45:50
171 166 菊地 隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 山形県 13:46:09



172 101 宮本　実 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾙ 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 13:46:26
173 133 高橋 英章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 13:47:07
174 372 小柳 進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ◆まぐちゃんズ 13:47:30
175 535 塩沼 良晃 ｼｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 札幌市 しんのすけの父 13:47:38
176 159 朝比奈 大輔 ｱｻﾋﾅ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 13:47:45
177 229 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 ＵＥＤ 13:48:27
178 419 山下 博人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 栃木県 メトロ宇都宮 13:48:28
179 311 加藤　正幹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 13:48:45
180 380 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 札幌市 ロベック 13:48:51
181 284 清水 晃雄 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 滋賀県 13:49:45
182 8 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 13:50:48
183 293 野本 竜哉 ﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 栃木県 13:51:07
184 505 宮田　武雄 ﾐﾔﾀ ﾀｹｵ 旭川市 旭川楽走人 13:52:00
185 7 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 チームHAGA 13:52:21
186 308 池田　茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 ＴＥＡＭピカ 13:52:28
187 12 廣川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 13:52:49
188 511 大谷　真一 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 東京都 千代田走友会 13:53:01
189 543 上田 三喜男 ｳｴﾀﾞ ﾐｷｵ 千葉県 松戸健走会 13:53:13
190 451 新垣　保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 沖縄県 13:53:23
191 370 福井 豊一 ﾌｸｲ ﾄﾖｶｽﾞ 札幌市 ＮＴＴ東日本－北海道 13:53:38
192 232 門脇 憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 利尻富士町 鬼脇の鬼 13:53:45
193 390 牧野 真二 ﾏｷﾉ ｼﾝｼﾞ 山形県 13:53:58
194 541 藤原 道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 東京都 13:54:09
195 22 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＨＳ 13:54:40
196 137 野田 光 ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 札幌市 13:55:10
197 245 浜中 隆志 ﾊﾏﾅｶ ﾀｶｼ 網走市 13:55:53
198 127 小野 裕貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 北広島市 凹たれん隊 13:56:15
199 160 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 凹たれん隊 13:56:15
200 550 片山 繁 ｶﾀﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 静岡県 13:56:40


