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1 時田　幸雄220 ﾄｷﾀ ﾕｷｵ 2:02:25.142:02:25.142:02:25.142:02:25.14 10 sec神奈川県Team ARI
2 加藤　明豊214 ｶﾄｳ ｱｷﾄﾖ 2:02:25.652:02:25.652:02:25.652:02:25.65 +0:00:00.51 6 sec愛知県リオリオレーシング
3 木綿　仁司283 ﾓﾒﾝ ﾋﾄｼ 2:02:31.882:02:31.882:02:31.882:02:31.88 +0:00:06.74上川郡Ｂａｎｅ　ＨＡＴＣＨＥＲＹ
4 藤代　和男221 ﾌｼﾞｼﾛ ｶﾂﾞｵ 2:02:35.612:02:35.612:02:35.612:02:35.61 +0:00:10.47 4 sec千葉県チームＢＭレーシング
5 大山　譲202 ｵｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾙ 2:02:35.992:02:35.992:02:35.992:02:35.99 +0:00:10.85 4 sec千葉県チームBMレーシング
6 相原　綾太223 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 2:02:40.242:02:40.242:02:40.242:02:40.24 +0:00:15.10江別市ＲＣアベニュー
7 仲野　誠227 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 2:02:54.982:02:54.982:02:54.982:02:54.98 +0:00:29.84千葉県チームBMレーシング
8 孫崎　義之249 ﾏｺﾞｻｷ ﾖｼﾕｷ 2:02:55.812:02:55.812:02:55.812:02:55.81 +0:00:30.67大阪府sakatani racing
9 芦沢　右史427 ｱｼｻﾞﾜ ﾐｷﾞﾌﾐ 2:04:39.312:04:39.312:04:39.312:04:39.31 +0:02:14.17河西郡PHENIX.SKI
10 高橋　知成205 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾅﾘ 2:04:44.852:04:44.852:04:44.852:04:44.85 +0:02:19.71石狩市NCコインロッカーフライヤ
11 清水　友幸201 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ 2:04:45.282:04:45.282:04:45.282:04:45.28 +0:02:20.14静岡県BARCA FOSSAT
12 久保田　良233 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 2:04:46.492:04:46.492:04:46.492:04:46.49 +0:02:21.35帯広市KBCカマダ
13 鈴木　一平250 ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 2:04:47.322:04:47.322:04:47.322:04:47.32 +0:02:22.18富良野デ・シクロ・ペダリ
14 浅利　裕志302 ｱｻﾘ ﾋﾛｼ 2:04:50.822:04:50.822:04:50.822:04:50.82 +0:02:25.68札幌市
15 三宅　寿昭207 ﾐﾔｹ ﾄｼｱｷ 2:04:51.902:04:51.902:04:51.902:04:51.90 +0:02:26.76千歳市デ・シクロ・ペダリ
16 大橋　純也344 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ 2:04:55.232:04:55.232:04:55.232:04:55.23 +0:02:30.09 10 sec兵庫県AVEL
17 中村　章306 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 2:05:10.882:05:10.882:05:10.882:05:10.88 +0:02:45.74札幌市Barber INABA
18 石井　健一240 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 2:05:11.752:05:11.752:05:11.752:05:11.75 +0:02:46.61帯広市
19 山崎　琢也218 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 2:05:11.872:05:11.872:05:11.872:05:11.87 +0:02:46.73岩手県C. JiFUNiTA
20 笹谷　隆宏245 ｻｻﾔ ﾀｶﾋﾛ 2:05:15.882:05:15.882:05:15.882:05:15.88 +0:02:50.74恵庭市恵庭レーシング
21 野崎　雅嗣204 ﾉｻﾞｷ ﾏｻｼ 2:05:21.632:05:21.632:05:21.632:05:21.63 +0:02:56.49 6 sec札幌市TEAM CYCLEPLAZA
22 三木田　秀明231 ﾐｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 2:05:27.432:05:27.432:05:27.432:05:27.43 +0:03:02.29室蘭市チームリミッツ
23 宮本　薫335 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 2:05:44.042:05:44.042:05:44.042:05:44.04 +0:03:18.90札幌市TEAMアティック．
24 森田　祐次郎341 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 2:05:49.052:05:49.052:05:49.052:05:49.05 +0:03:23.91北見市チームのぼり坂
25 伊藤　彰宏248 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 2:05:53.482:05:53.482:05:53.482:05:53.48 +0:03:28.34虻田郡TEAM NISEKO
26 橋本　昇342 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 2:05:57.972:05:57.972:05:57.972:05:57.97 +0:03:32.83札幌市チームファクトリー
27 橋本　勝利503 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 2:06:12.012:06:12.012:06:12.012:06:12.01 +0:03:46.87函館市SPEED函館
28 井上　順貴303 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾀｶ 2:06:24.992:06:24.992:06:24.992:06:24.99 +0:03:59.85札幌市サイクルズ　ワカサ
29 篠島　翼234 ｼﾉｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 2:07:02.692:07:02.692:07:02.692:07:02.69 +0:04:37.55札幌市
30 水口　孝之326 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 2:07:15.302:07:15.302:07:15.302:07:15.30 +0:04:50.16江別市野幌レーシング
31 烏頭尾　和成246 ｳﾄｵ ｶｽﾞﾅﾘ 2:07:20.812:07:20.812:07:20.812:07:20.81 +0:04:55.67奈良県euro_works racing
32 加藤　時穂244 ｶﾄｳ ﾄｷｵ 2:07:22.152:07:22.152:07:22.152:07:22.15 +0:04:57.01長野県信州大学自転車競技部
33 粟原　昌紀212 ｱﾜﾗﾊﾏｻｷ 2:07:24.922:07:24.922:07:24.922:07:24.92 +0:04:59.78滋賀県FUKADAまじりんぐ
34 竹脇　睦504 ﾀｹﾜｷ ﾑﾂﾐ 2:07:38.772:07:38.772:07:38.772:07:38.77 +0:05:13.63北広島
35 佐々木　章人508 ｻｻｷ ｱｷﾋﾄ 2:08:24.272:08:24.272:08:24.272:08:24.27 +0:05:59.13江別市Z
36 佐々木　順久203 ｻｻｷ ﾖﾘﾋｻ 2:08:25.102:08:25.102:08:25.102:08:25.10 +0:05:59.96旭川市旭川ロード・レーシングチ
37 本間　航一222 ﾎﾝﾏ ｺｳｲﾁ 2:08:36.202:08:36.202:08:36.202:08:36.20 +0:06:11.06札幌市
38 奥田　剛之328 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 2:09:17.812:09:17.812:09:17.812:09:17.81 +0:06:52.67虻田郡
39 手崎　修216 ﾃｻﾞｷ ｵｻﾑ 2:09:50.972:09:50.972:09:50.972:09:50.97 +0:07:25.83札幌市ＲＣアベニュー
40 種村　之宏301 ﾀﾈﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 2:10:12.752:10:12.752:10:12.752:10:12.75 +0:07:47.61千歳市デ　シクロ　ペダリ
41 桐井　宏輔314 ｷﾘｲ ｺｳｽｹ 2:10:15.802:10:15.802:10:15.802:10:15.80 +0:07:50.66札幌市チームパンダ
42 岩渕　勝博210 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 2:10:16.562:10:16.562:10:16.562:10:16.56 +0:07:51.42旭川市NCコインロッカーF
43 尾久　聡307 ｵｷﾞｭｳ ｱｷﾗ 2:10:19.872:10:19.872:10:19.872:10:19.87 +0:07:54.73札幌市
44 宮尾　敬一346 ﾐﾔｵ ｹｲｲﾁ 2:10:31.082:10:31.082:10:31.082:10:31.08 +0:08:05.94札幌市
45 木綿　博昭235 ﾓﾒﾝ ﾋﾛｱｷ 2:10:39.042:10:39.042:10:39.042:10:39.04 +0:08:13.90帯広市
46 西地　慶太219 ﾆｼｼﾞ ｹｲﾀ 2:10:46.422:10:46.422:10:46.422:10:46.42 +0:08:21.28東京都BARCA FOSSATO
47 徳渕　浩332 ﾄｸﾌﾁ ﾋﾛｼ 2:10:52.372:10:52.372:10:52.372:10:52.37 +0:08:27.23釧路市team へけのすけ
48 山田　雄大517 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 2:10:55.542:10:55.542:10:55.542:10:55.54 +0:08:30.40埼玉県Bonneville Cycling Club
49 伊藤　一雄319 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 2:11:00.562:11:00.562:11:00.562:11:00.56 +0:08:35.42札幌市team panda
50 中村　優312 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 2:11:13.972:11:13.972:11:13.972:11:13.97 +0:08:48.83江別市TEAMアティック．
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51 安田　裕輔238 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 2:11:19.672:11:19.672:11:19.672:11:19.67 +0:08:54.53網走郡Nウィンズ
52 桐生　匡211 ｷﾘｳ ﾀﾀﾞｼ 2:11:33.582:11:33.582:11:33.582:11:33.58 +0:09:08.44札幌市デ・シクロ・ペダリ
53 池田　勇登519 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 2:11:35.232:11:35.232:11:35.232:11:35.23 +0:09:10.09苫小牧
54 石黒　健一343 ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝｲﾁ 2:11:47.092:11:47.092:11:47.092:11:47.09 +0:09:21.95苫小牧ファントムエコパワー
55 武田　博司315 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 2:11:48.132:11:48.132:11:48.132:11:48.13 +0:09:22.99恵庭市
56 栗木　繁直321 ｸﾘｷ ｼｹﾞﾅｵ 2:11:58.892:11:58.892:11:58.892:11:58.89 +0:09:33.75札幌市チーム　ファクトリー
57 杉本　賢二515 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 2:12:20.042:12:20.042:12:20.042:12:20.04 +0:09:54.90河東郡
58 堀田　歩334 ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ 2:12:56.512:12:56.512:12:56.512:12:56.51 +0:10:31.37札幌市
59 長谷川　勝仁242 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ 2:12:57.482:12:57.482:12:57.482:12:57.48 +0:10:32.34札幌市サイクルズ　ワカサ
60 武田　和也320 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 2:13:52.512:13:52.512:13:52.512:13:52.51 +0:11:27.37千葉県メイドさん学科自転車部
61 福田　哲225 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ 2:14:17.812:14:17.812:14:17.812:14:17.81 +0:11:52.67札幌市ERTA
62 津田　宏美323 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 2:15:04.632:15:04.632:15:04.632:15:04.63 +0:12:39.49千歳市NCコインロッカーF
63 佐山　廣和322 ｻﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 2:15:17.792:15:17.792:15:17.792:15:17.79 +0:12:52.65札幌市Jay Parker
64 田中　勝502 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 2:15:33.732:15:33.732:15:33.732:15:33.73 +0:13:08.59江別市チームパンダ
65 野村　亨232 ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ 2:16:23.872:16:23.872:16:23.872:16:23.87 +0:13:58.73札幌市JayParker
66 難波　信230 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｺﾄ 2:16:41.182:16:41.182:16:41.182:16:41.18 +0:14:16.04札幌市ＤＯＫＹＵ．ＲＣ
67 西川　雅嗣509 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 2:16:49.422:16:49.422:16:49.422:16:49.42 +0:14:24.28士別市
68 佐々木　一季　337 ｻｻｷ ｶｽﾞﾄｼ 2:16:50.512:16:50.512:16:50.512:16:50.51 +0:14:25.37札幌市
69 佃　昌幸229 ﾂｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 2:18:27.702:18:27.702:18:27.702:18:27.70 +0:16:02.56札幌市TEAMアティック.
70 福島　志郎516 ﾌｸｼﾏ ｼﾛｳ 2:18:32.332:18:32.332:18:32.332:18:32.33 +0:16:07.19札幌市
71 小川　秀幸510 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 2:19:47.262:19:47.262:19:47.262:19:47.26 +0:17:22.12砂川市
72 菅原　悠331 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 2:20:25.222:20:25.222:20:25.222:20:25.22 +0:18:00.08網走郡
73 棚沢　裕義345 ﾀﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾖｼ 2:20:39.532:20:39.532:20:39.532:20:39.53 +0:18:14.39磯谷郡TEAM NISEKO
74 小松　祐司518 ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 2:22:12.542:22:12.542:22:12.542:22:12.54 +0:19:47.40札幌市
75 大村　健一282 ｵｵﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ 2:23:54.442:23:54.442:23:54.442:23:54.44 +0:21:29.30旭川市
76 今　裕340 ｺﾝ ﾕﾀｶ 2:24:29.252:24:29.252:24:29.252:24:29.25 +0:22:04.11札幌市
77 田平　基樹228 ﾀﾋﾞﾗ ﾓﾄｷ 2:24:54.732:24:54.732:24:54.732:24:54.73 +0:22:29.59長野県信州大学自転車競技部
78 後藤　克人209 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 2:24:59.142:24:59.142:24:59.142:24:59.14 +0:22:34.00札幌市デ・シクロ・ペダリ
79 藤久　健243 ﾌｼﾞﾋｻ ﾀｹｼ 2:25:08.932:25:08.932:25:08.932:25:08.93 +0:22:43.79神奈川県京浜ピストクラブ
80 佐野　太一313 ｻﾉ ﾀｲﾁ 2:25:22.642:25:22.642:25:22.642:25:22.64 +0:22:57.50札幌市
81 米谷　敏宏329 ﾖﾈﾔ ﾄｼﾋﾛ 2:25:28.472:25:28.472:25:28.472:25:28.47 +0:23:03.33千歳市ＴＥＡＭアティック.
82 寺澤　萌310 ﾃﾗｻﾜ ﾒｸﾞﾑ 2:25:35.362:25:35.362:25:35.362:25:35.36 +0:23:10.22札幌市
83 関寺　誠311 ｾｷﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ 2:25:36.742:25:36.742:25:36.742:25:36.74 +0:23:11.60札幌市
84 鷲見　孝浩237 ｽﾐ ﾀｶﾋﾛ 2:25:40.172:25:40.172:25:40.172:25:40.17 +0:23:15.03恵庭市恵庭レーシング
85 後藤　智哉333 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾔ 2:25:43.652:25:43.652:25:43.652:25:43.65 +0:23:18.51札幌市
86 木村　洋祐305 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ 2:25:47.442:25:47.442:25:47.442:25:47.44 +0:23:22.30檜山郡
87 三上　啓339 ﾐｶﾐ ｱｷﾗ 2:26:26.912:26:26.912:26:26.912:26:26.91 +0:24:01.77石狩市ちーむぶいぶい
88 辻栄　敏文513 ﾂｼﾞｴ ﾄｼﾌﾐ 2:26:40.072:26:40.072:26:40.072:26:40.07 +0:24:14.93札幌市O-ZAPPA
89 若松　健司511 ﾜｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 2:26:43.122:26:43.122:26:43.122:26:43.12 +0:24:17.98虻田郡後志総合振興局サイクリン
90 高見澤　圭佑318 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 2:26:48.802:26:48.802:26:48.802:26:48.80 +0:24:23.66札幌市
91 柳井　稔520 ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ 2:26:49.422:26:49.422:26:49.422:26:49.42 +0:24:24.28埼玉県モエレ山アタック隊
92 浅野　智之239 ｱｻﾉ ﾄﾓﾕｷ 2:26:51.982:26:51.982:26:51.982:26:51.98 +0:24:26.84札幌市RCアベニュー
93 岩間　陽介325 ｲﾜﾏ ﾖｳｽｹ 2:26:54.042:26:54.042:26:54.042:26:54.04 +0:24:28.90沖縄県キョロ&キッズ
94 星　徹也236 ﾎｼ ﾃﾂﾔ 2:26:57.242:26:57.242:26:57.242:26:57.24 +0:24:32.10旭川市旭川RRT
95 宮沢　裕司338 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 2:27:14.392:27:14.392:27:14.392:27:14.39 +0:24:49.25千葉県チームBMレーシング
96 守田　好宏505 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 2:29:38.702:29:38.702:29:38.702:29:38.70 +0:27:13.56室蘭市
97 菅原　英昭506 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 2:29:40.452:29:40.452:29:40.452:29:40.45 +0:27:15.31室蘭市
98 北原　英範425 ｷﾀﾊﾗ  ﾋﾃﾞﾉﾘ 2:29:54.192:29:54.192:29:54.192:29:54.19 +0:27:29.05恵庭市
99 二神　義弘512 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 2:31:52.012:31:52.012:31:52.012:31:52.01 +0:29:26.87東京都
100 金澤　靖明308 ｶﾅｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ 2:34:30.932:34:30.932:34:30.932:34:30.93 +0:32:05.79北斗市チーム華
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ツールツールツールツール・・・・ドドドド・・・・北海道 北海道 北海道 北海道 2011201120112011市民市民市民市民ロードレースロードレースロードレースロードレース大会 　    開催大会 　    開催大会 　    開催大会 　    開催：：：：平成平成平成平成23232323年年年年9999月月月月17171717日日日日((((土土土土) ) ) ) ～ ～ ～ ～ 19191919日日日日((((月祝月祝月祝月祝))))
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101 太田　浩司501 ｵｵﾀ ﾋﾛｼ 2:34:33.612:34:33.612:34:33.612:34:33.61 +0:32:08.47河東郡チームSUN
102 石上　秀昭304 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 2:34:36.302:34:36.302:34:36.302:34:36.30 +0:32:11.16札幌市TEAM CYCLEPLAZA
103 横山　浩之324 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 2:35:18.702:35:18.702:35:18.702:35:18.70 +0:32:53.56札幌市
104 高木　広樹327 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ 2:35:48.702:35:48.702:35:48.702:35:48.70 +0:33:23.56瀬棚郡チームパンダ
105 菊池　慎平226 ｷｸﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 2:35:50.702:35:50.702:35:50.702:35:50.70 +0:33:25.56北見市
106 小野　道紀330 ｵﾉ ﾐﾁﾖｼ 2:35:56.702:35:56.702:35:56.702:35:56.70 +0:33:31.56札幌市
107 関川　純人217 ｾｷｶﾜ ﾉﾘﾄ 2:39:24.132:39:24.132:39:24.132:39:24.13 +0:36:58.99室蘭市Team Limits
108 千葉　淳317 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 2:39:27.212:39:27.212:39:27.212:39:27.21 +0:37:02.07室蘭市Team Limits
109 長谷川　正宏514 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 2:39:37.092:39:37.092:39:37.092:39:37.09 +0:37:11.95沖縄県美海レーシング宮古島
110 高橋　英喜213 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 2:39:57.702:39:57.702:39:57.702:39:57.70 +0:37:32.56札幌市
111 児玉　貴史426 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｼ 2:40:28.702:40:28.702:40:28.702:40:28.70 +0:38:03.56北見市北見工業大学　自転車競
112 西山　直登247 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 2:44:30.272:44:30.272:44:30.272:44:30.27 +0:42:05.13長野県信州大学自転車競技部
113 佐々木　秀貴507 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56札幌市
113 稲田　英伸206 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56千歳市アティック
113 須藤　大助336 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56函館市HAKODATE　RC
113 渡邉　涼太309 ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｮｳﾀ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56虻田郡後志総合振興局サイクリン
113 立花　誠人241 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋﾄ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56札幌市Jay Parkar
113 三浦　誠224 ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56釧路市旺釧寮自転車部
113 西須　巧316 ｻｲｽ ﾀｸﾐ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56室蘭市Team Limits
113 佐藤　正彦215 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56江別市エキップ　ノール
113 佐々木　政美208 ｻｻｷ ﾏｻﾐ 2:54:40.702:54:40.702:54:40.702:54:40.70 +0:52:15.56札幌市
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