
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 319 竹村 明 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾗ 奈良県 生駒ボルダーズ  8:27:12
2 251 橋本 貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県  8:28:45
3 288 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 ＪＳＷ室蘭ＲＣ  8:41:51
4 265 齋藤 功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 兵庫県  9:09:33
5 317 松井 英樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 武山自衛隊  9:14:46
6 299 齋藤 和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 東京都  9:31:20
7 276 中田 篤 ﾅｶﾀﾞ ｱﾂｼ 網走市  9:42:05
8 329 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 ８４１ｋｍ／ｈ  9:44:49
9 249 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 恵庭市 ＦＲＵＮ  9:47:35

10 254 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 名寄市  9:52:11
11 298 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 旭川市 留萌開発建設部  9:54:33
12 286 島津 雅和 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻｶｽﾞ 赤平市 ゆめりあＲＣ 10:18:07
13 275 山下 誠一郎 ﾔﾏｼﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 長沼町 長沼町 10:21:46
14 269 七尾 謙治 ﾅﾅｵ ｹﾝｼﾞ 茨城県 10:22:35
15 2 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 浜頓別ＲＣ 10:29:13
16 250 木村 高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 10:32:18
17 255 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 ＣＨＩＳＡ・ＡＣ 10:54:31
18 292 湯朝 啓之 ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 ＴＡＲＣ上海 10:55:09
19 312 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 11:04:03
20 236 加藤　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 旭川市 旭川ラビットクラブ 11:05:15
21 262 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 11:09:33
22 241 石井　篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 岩見沢市 ＰＣＯ 11:15:24
23 260 大島 一展 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 稚内市 稚内養護ＲＣ－ＴＲＣ 11:28:03
24 238 佐藤　啓 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 名寄市 名寄ＦＡＤＳ 11:47:59
25 10 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 作.AC北海道 11:50:35
26 321 佐々木 博文 ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 士別市 トヨタ自動車 12:01:35
27 289 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６連本管 12:24:05
28 284 小川 征一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 東川町 楽走４１２旭川 12:24:31
29 232 坂本　利幸 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大空町 女満別ＵＭＣ 12:27:19
30 280 中村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 日医ジョガーズ 12:29:17
31 248 佐藤 邦男 ｻﾄｳ ｸﾆｵ 札幌市 12:30:58
32 297 清水 智文 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾌﾐ 恵庭市 12:32:28
33 343 牟田　茂 ﾑﾀ ｼｹﾞﾙ 兵庫県 DNV 12:33:29
34 300 渡辺 隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 12:35:33
35 340 根岸 好行 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 12:37:24
36 261 伴 和幸 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜中央走友会 12:45:41
37 235 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 札幌市 12:46:53
38 285 柳原 正典 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 12:48:41
39 237 須見　尚史 ｽﾐ ﾅｵﾌﾐ 名寄市 ＯＫＢ４９ 12:51:41
40 314 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 瑞豊産業㈱ 12:53:42
41 252 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 12:54:36
42 268 水本 圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 神奈川県 神奈川県 12:55:04
43 316 金原 武志 ｶﾅﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 山形県 山形六 12:56:06
44 313 中屋敷 朗 ﾅｶﾔｼｷ ｱｷﾗ 大阪府 12:56:07
45 334 中島 泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 茨城県 12:57:34
46 322 野口 洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 西澤建設株式会社 12:58:12
47 259 中藤 秀典 ﾅｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 12:59:10
48 272 飯田 英蔵 ｲｲﾀﾞ ｴｲｿﾞｳ 札幌市 ＳＲＣ９０４ 12:59:43
49 274 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 紋別市 広域紋別病院 13:00:45
50 291 坂東 良晃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 徳島県 バカロード 13:09:10
51 283 川口 正昭 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 千葉県 13:11:46
52 306 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 愛知県 13:15:43
53 234 岡部　勝昭 ｵｶﾍﾞ ｶﾂｱｷ 名寄市 ＯＫＢ４９ 13:16:14
54 339 ゴンザレス リカルド ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ ﾘｶﾙﾄﾞ 東京都 13:19:59
55 245 表口　学 ｵﾓﾃｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 チャレンジャー 13:20:08
56 307 高田 孝治 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 釧路町 釧路マラソンクラブ 13:25:55
57 311 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 ★左から二番目 13:27:22
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１００ｋｍ男子　　　４０歳以上５０歳未満の部

氏　　　　名
58 239 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 ポンニタチナイ 13:30:14
59 332 田中 智視 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 北見市 北海道北見バス（株） 13:34:11
60 325 照井 康之 ﾃﾙｲ ﾔｽﾕｷ 中標津町 ＢＲＣ 13:35:06
61 333 吉道 竜也 ﾖｼﾐﾁ ﾀﾂﾔ 東京都 13:35:32
62 242 韮澤　豊 ﾆﾗｻﾜ ﾕﾀｶ 上士幌町 ●同行カエル● 13:37:36
63 278 村尾 裕市 ﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ 愛知県 13:39:00
64 342 旦 昌幸 ﾀﾞﾝ ﾏｻﾕｷ 西興部村 13:41:05
65 270 橋崎 直文 ﾊｼｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 千葉県 ＤＥＮＯＮＳ 13:42:42
66 287 日暮 明 ﾋｸﾞﾗｼ ｱｷﾗ 千葉県 ポコちゃんず 13:43:32
67 330 武藤 史舟 ﾑﾄｳ ｼｼｭｳ 苫小牧市 13:45:17
68 331 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 ６ｉＰＲ 13:46:38
69 336 岡村 徹也 ｵｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 13:48:02
70 324 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 釧路市 13:48:40
71 244 上出　秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 13:50:28
72 308 原田 幸治 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 心身障害者総合相談所 13:59:05


