
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 115 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防  7:46:49
2 110 廣瀬　武啓 ﾋﾛｾ ﾀｹﾋﾛ 札幌市  8:02:56
3 119 曽根 新 ｿﾈ ｱﾗﾀ 山梨県 山梨学院短期大学職員  8:05:27
4 136 原口 進治 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 熊本県 １０１ＦＡＤＳ  8:23:17
5 121 山田 佳人 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ 愛知県 安城快足ＡＣ  8:26:15
6 185 竹村 浩和 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市  8:36:07
7 122 狩佐須 孝行 ｶﾘｻｽ ﾀｶﾕｷ 東京都 マラソン完走クラブ  9:19:40
8 190 遠藤 貴幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 音威子府村 鉄人未遂  9:21:23
9 137 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 札幌市 あへあほＲＣ  9:39:27

10 182 陶山 和彦 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市  9:39:39
11 179 雨宮 浩樹 ｱﾏﾐﾔ ﾋﾛｷ 幌延町 ホロジョグ＆ＨＫＡ  9:42:05
12 194 西潟 秀紀 ﾆｼｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 旭川市  9:49:28
13 226 藤田 健二 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 青森県  9:49:42
14 108 梯　栄志 ｶｹﾊｼ ﾋｻｼ 徳島県 まちけん末広店 10:13:06
15 155 加瀬 亮 ｶｾ ｱｷﾗ 神奈川県 10:18:39
16 168 庄司 広之 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 10:25:44
17 142 寺澤 祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 ｅＲＣとかち 10:26:56
18 116 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 10:33:07
19 141 富田 浩史 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ 北見市 チームのぼり坂 10:38:53
20 103 大橋　一仁 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ 旭川市 ２後支１整 10:44:33
21 143 山本 康剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 10:57:04
22 175 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 11:05:20
23 127 石元 和也 ｲｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 帯広市 ５後支２整中 11:11:05
24 152 内田 正洋 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 稚内市 えびす薬局南稚内店 11:11:52
25 134 小林 連太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 札幌市 太平ランナーズ 11:35:23
26 149 畑田 亮 ﾊﾀﾀﾞ ﾘｮｳ 名寄市 名寄市 11:37:46
27 135 永山 謙一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 中富良野町 ＵＮＥＲＣ 11:38:08
28 171 邱 奎馨 ｷｭｳ ｸｨｼﾝ 東京都 タイワン 11:39:55
29 112 加納　隆明 ｶﾉｳ ﾀｶｱｷ 東京都 11:48:35
30 145 石川 元壽 ｲｼｶﾜ ﾕｷｶｽﾞ 千葉県 11:50:35
31 153 田中 泰弘 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 11:50:59
32 216 堂上 浩和 ﾄﾞｳﾉｳｴ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 愛心メモリアル病院 11:53:15
33 124 都丸 隆行 ﾄﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 東京都 ★ＧＳＫ東京★ 11:53:28
34 183 金山 晃也 ｶﾅﾔﾏ ｱｷﾔ 今金町 もみ蔵クラブ 11:56:02
35 196 丸谷 翔 ﾏﾙﾔ ｼｮｳ 札幌市 のむら荘 12:04:51
36 195 春名 翔太 ﾊﾙﾅ ｼｮｳﾀ 埼玉県 12:07:46
37 118 大佐々 学 ｵｵｻｻ ﾏﾅﾌﾞ 福井県 ＪｏｇＮｏｔｅ 12:19:57
38 130 堀切 学 ﾎﾘｷﾘ ｶﾞｸ 幌延町 ＨＪＣ 12:23:34
39 156 和田 倫行 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾕｷ 栃木県 ＢＣワタラセ 12:24:19
40 217 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 スカイビルサービス 12:25:46
41 204 笠谷 翔平 ｶｻﾔ ｼｮｳﾍｲ 旭川市 佐藤青果店 12:27:46
42 131 片山 壮平 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾍｲ 神奈川県 ぶさいくどり 12:31:57
43 157 天野 元 ｱﾏﾉ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 12:34:15
44 166 綿谷 和洋 ﾜﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 12:42:39
45 1 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 浜頓別町 浜頓別小学校 12:42:51
46 210 石田 裕樹 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 京都府 京都大学 12:52:44
47 180 浪川 修平 ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 旭川市 12:54:55
48 192 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 名寄市 ３ｉＨＭ 12:58:25
49 163 岡本 鉄平 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 イオマーレ 13:04:31
50 150 九里 雅史 ｸﾉﾘ ﾏｻﾌﾐ 東京都 13:05:12
51 160 金澤 主税 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｶﾗ 旭川市 ２Ａ－３－ＨＳ 13:09:30
52 146 鬼澤 洋介 ｷｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 13:11:46
53 109 清野　義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 日本郵便枝幸ＤＣ 13:12:59
54 105 花島　大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千歳市 サロマ探検隊 13:16:21
55 132 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 ＪＨＣ 13:18:36
56 200 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 函館市 13:20:37
57 201 櫻井 太一 ｻｸﾗｲ ﾀｲﾁ 稚内市 13:21:10

１００ｋｍ男子 　　４０歳未満の部

氏　　　　名



順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム

１００ｋｍ男子 　　４０歳未満の部

氏　　　　名
58 128 植原 健介 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｽｹ 幕別町 13:23:24
59 178 高本 稔 ﾀｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ 札幌市 オガサカスキー 13:24:17
60 101 山根　靖司 ﾔﾏﾈ ｾｲｼﾞ 名寄市 ＯＫＢ４９ 13:24:30
61 198 五十嵐 龍彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾂﾋｺ 中頓別町 中頓別走友会 13:25:51
62 144 栗原 智之 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ 東京都 海南監査法人 13:26:55
63 221 大嶋 光野 ｵｵｼﾏ ﾐﾂﾔ 兵庫県 パティシエエスコヤマ 13:28:38
64 147 石出 訓義 ｲｼﾃﾞ ｸﾆﾖｼ 富良野市 13:33:36
65 208 安藤 広大 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 東京都 13:38:23
66 117 水村 浩司 ﾐｽﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 13:39:47
67 205 中村 洋輔 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 福井県 福井大学陸上部 13:40:32
68 177 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 13:43:57
69 139 齋ヶ原 祐司 ｻｲｶﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 東京都 13:45:38
70 193 西 和義 ﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 名寄市 13:53:42
71 222 佐伯 康彦 ｻｴｷ ﾔｽﾋｺ 沖縄県 13:53:50
72 140 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 13:54:10
73 197 黒澤 洋介 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 イオマーレ 13:54:26
74 165 小野 裕史 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 イオマーレ 13:54:26
75 187 佐々木 信也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 東京都 イオマーレ 13:54:26
76 161 田中 隆次 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 旭川市 ２Ａ－３－ＨＳ 13:54:53
77 126 最上 修市 ﾓｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 北見市 北見市 13:55:04


