
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 393 丸田 弘史 ﾏﾙﾀ ｺｳｼﾞ 札幌市 ＴＥＡＭ　Ｒ＆Ｔ  9:27:05
2 351 草野　剛一 ｸｻﾉ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 札幌市役所ＭＣ  9:45:12
3 372 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄﾙ 東京都 大江戸飛脚会 10:17:19
4 396 福嶋 宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 10:25:28
5 381 中村 昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 沖縄県 走えーゴンゴン 10:34:30
6 417 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 ＬＲＳ北海道 10:41:43
7 374 久保井 洋次 ｸﾎﾞｲ ﾖｳｼﾞ 兵庫県 サンカイ通信 10:52:25
8 430 永嶋 泉 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｽﾞﾐ 東京都 11:00:38
9 410 林 正克 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 旭川市 11:19:20

10 371 安楽岡 信夫 ﾔｽﾗｵｶ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 エルファイナル 11:25:45
11 367 原部 泰弘 ﾊﾗﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 なっつくらぶ 11:32:34
12 397 高邑 明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 11:32:40
13 358 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 11:50:35
14 388 小林 常治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 アドック 11:53:48
15 387 向井 洋 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 中標津町 12:06:05
16 415 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 12:15:59
17 373 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 札幌新琴似中 12:17:05
18 395 石居 正幸 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 千歳市 防走族 12:25:57
19 392 今井 敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 12:33:56
20 412 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 ☆ＪＡながぬま☆ 12:35:29
21 361 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 12:39:57
22 424 小柳 健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 12:48:35
23 402 竹内 雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 12:50:44
24 406 井田 雅之 ｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 札幌市 さっぽろ１０９ 13:07:22
25 368 小柳 進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ★まぐちゃんズ 13:07:39
26 354 谷口　隆 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 函館市 チーム下り坂 13:09:46
27 409 村川 宏海 ﾑﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ 札幌市 ＡＶＲＣ◆札幌 13:14:11
28 391 大竹 誠 ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ 旭川市 ＲＣワッカ 13:15:18
29 386 五十嵐 康夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽｵ 札幌市 ＵＲＣ札幌屯田西小 13:26:47
30 369 豊原 元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 13:27:35
31 376 川端 潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:30:22
32 370 松田 義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:31:12
33 425 溝口 裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 13:31:30
34 363 野田　敬二 ﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 兵庫県 ウルトラ公認会計士 13:31:45
35 389 山内 健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川　風工房 13:32:20
36 385 鈴木 利光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 愛知県 13:32:49
37 404 前川 公彦 ﾏｴｶﾜ ｷﾐﾋｺ 北見市 13:37:19
38 364 林 明彦 ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ 三重県 ビビッド会 13:39:28
39 418 菊地 哲久 ｷｸﾁ ｱｷﾋｻ 宮城県 13:40:56
40 352 入江　二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市 札幌市役所ＭＣ 13:43:58
41 353 白井　輝 ｼﾗｲ ｱｷﾗ 札幌市 札幌時計台ＲＣ 13:43:58
42 357 内枦保　誠 ｳﾁﾍﾎﾞ ﾏｺﾄ 千歳市 ＵＲＣ 13:45:04
43 421 松本 和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:45:08
44 433 西高 利一 ﾆｼﾀｶ ﾄｼｶｽﾞ 旭川市 13:45:44
45 401 平松 直人 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵﾄ 長崎県 13:53:19
46 427 竹村 正美 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 大阪府 コナミ香里園 13:53:54
47 383 若山 磨 ﾜｶﾔﾏ ｵｻﾑ 神奈川県 ペンギン★スターズ 13:54:48

１００ｋｍ男子　　　５０歳以上６０歳未満の部

氏　　　　名


