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1 孫崎　大樹955 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 1:35.151:35.151:35.151:35.15大阪府sakatani racing
2 溪　裕司718 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 1:36.011:36.011:36.011:36.01 +00:00.86東京都TeamARI
3 難波　秀伍957 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ 1:36.601:36.601:36.601:36.60 +00:01.45札幌市DOKYU.RC
4 松山　大悟953 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 1:38.441:38.441:38.441:38.44 +00:03.29帯広市
5 駒谷　修710 ｺﾏﾀﾆ ｵｻﾑ 1:38.781:38.781:38.781:38.78 +00:03.63夕張郡NCコインロッカーフライヤ
6 中村　圭佑956 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 1:39.991:39.991:39.991:39.99 +00:04.84旭川市bobbish
7 米田　和美804 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 1:41.481:41.481:41.481:41.48 +00:06.33札幌市レディーゴージャパン
8 橋本　光男714 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｵ 1:42.211:42.211:42.211:42.21 +00:07.06青森県チームニルス
9 山口　俊一721 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ 1:42.911:42.911:42.911:42.91 +00:07.76札幌市サイクルズ　ワカサ
10 市川　恒雄719 ｲﾁｶﾜ ﾂﾈｵ 1:43.081:43.081:43.081:43.08 +00:07.93埼玉県セマス新松戸
11 村上　昌美705 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ 1:43.381:43.381:43.381:43.38 +00:08.23室蘭市室蘭サイクル・メイツ
12 荒井　勝夫720 ｱﾗｲ ｶﾂｵ 1:43.391:43.391:43.391:43.39 +00:08.24札幌市サイクルズ　ワカサ
13 中西　泰司713 ﾅｶﾆｼ ﾀｲｼﾞ 1:43.781:43.781:43.781:43.78 +00:08.63札幌市DOKYU.RC
14 秋元　星奈805 ｱｷﾓﾄ ｾｲﾅ 1:43.821:43.821:43.821:43.82 +00:08.67札幌市TEAMアティック.
15 松井　達彦702 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾋｺ 1:43.931:43.931:43.931:43.93 +00:08.78神奈川県湘南ベルマーレ
16 芦﨑　純一704 ｱｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:44.691:44.691:44.691:44.69 +00:09.54札幌市RCアベニュー
17 松田　千裕801 ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾋﾛ 1:44.831:44.831:44.831:44.83 +00:09.68紋別郡
18 島田　邦夫709 ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｵ 1:44.841:44.841:44.841:44.84 +00:09.69札幌市
19 松山　剛大954 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 1:45.201:45.201:45.201:45.20 +00:10.05帯広市
20 池田　ゆめこ821 ｲｹﾀﾞ  ﾕﾒｺ 1:45.681:45.681:45.681:45.68 +00:10.53札幌市
21 奥間　唯哉951 ｵｸﾏ ﾕｲﾔ 1:45.781:45.781:45.781:45.78 +00:10.63沖縄県チーム池原
22 安藤　源基703 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ 1:46.031:46.031:46.031:46.03 +00:10.88札幌市
23 小島　五郎716 ｺｼﾞﾏ ｺﾞﾛｳ 1:46.461:46.461:46.461:46.46 +00:11.31恵庭市恵庭レーシング
24 小林　正裕712 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 1:47.851:47.851:47.851:47.85 +00:12.70小樽市
25 宮越　隆司706 ﾐﾔｺｼ ﾀｶｼ 1:48.001:48.001:48.001:48.00 +00:12.85旭川市旭川RRT
26 山本　正711 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 1:48.521:48.521:48.521:48.52 +00:13.37旭川市旭川RRT
27 三島　茂701 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ 1:50.381:50.381:50.381:50.38 +00:15.23札幌市
28 芦田　悠958 ｱｼﾀﾞ ﾕｳ 1:50.811:50.811:50.811:50.81 +00:15.66河西郡フェニックスメムロレーシン
29 阿部　夏希802 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 1:51.371:51.371:51.371:51.37 +00:16.22札幌市TEAM　CYCLE　PLAZA
30 林　泉708 ﾊﾔｼ ｲｽﾞﾐ 1:52.421:52.421:52.421:52.42 +00:17.27江別市チームＡＥＤ
31 大澤　徳恭715 ｵｵｻﾜ ﾉﾘﾔｽ 1:55.411:55.411:55.411:55.41 +00:20.26千葉県チームＢＭレーシング
32 坂田　裕香803 ｻｶﾀ ﾕｶ 2:05.152:05.152:05.152:05.15 +00:30.00東京都
33 渋谷　正勝707 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｶﾂ 12:05.1512:05.1512:05.1512:05.15 +10:30.00川上郡
33 荒生　純一717 ｱﾗｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ 12:05.1512:05.1512:05.1512:05.15 +10:30.00千葉県ＢＭレーシング
33 岡崎　満722 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 12:05.1512:05.1512:05.1512:05.15 +10:30.00旭川市チームボビッシュ
33 秋元　優星952 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｾｲ 12:05.1512:05.1512:05.1512:05.15 +10:30.00札幌市TEAMアティック.
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