
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
6 319 竹村 明 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾗ 奈良県 生駒ボルダーズ  8:27:12
7 251 橋本 貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県  8:28:45
8 185 竹村 浩和 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市  8:36:07
9 288 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 ＪＳＷ室蘭ＲＣ  8:41:51

10 265 齋藤 功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 兵庫県  9:09:33
11 317 松井 英樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 武山自衛隊  9:14:46
12 122 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
13 190 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
14 393 丸田 弘史 ﾏﾙﾀ ｺｳｼﾞ 札幌市 ＴＥＡＭ　Ｒ＆Ｔ  9:27:05
15 299 齋藤 和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 東京都  9:31:20
16 137 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 札幌市 あへあほＲＣ  9:39:27
17 182 陶山 和彦 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市  9:39:39
18 276 中田 篤 ﾅｶﾀﾞ ｱﾂｼ 網走市  9:42:05
19 179 雨宮 浩樹 ｱﾏﾐﾔ ﾋﾛｷ 幌延町 ホロジョグ＆ＨＫＡ  9:42:05
20 329 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 ８４１ｋｍ／ｈ  9:44:49
21 351 草野　剛一 ｸｻﾉ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 札幌市役所ＭＣ  9:45:12
22 249 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 恵庭市 ＦＲＵＮ  9:47:35
23 194 西潟 秀紀 ﾆｼｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 旭川市  9:49:28
24 226 藤田 健二 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 青森県  9:49:42
25 254 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 名寄市  9:52:11
26 298 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
27 108 梯　栄志 ｶｹﾊｼ ﾋｻｼ 徳島県 まちけん末広店 10:13:06
28 372 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄﾙ 東京都 大江戸飛脚会 10:17:19
29 286 島津 雅和 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻｶｽﾞ 赤平市 ゆめりあＲＣ 10:18:07
30 155 加瀬 亮 ｶｾ ｱｷﾗ 神奈川県 10:18:39
31 275 山下 誠一郎 ﾔﾏｼﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 長沼町 長沼町 10:21:46
32 269 七尾 謙治 ﾅﾅｵ ｹﾝｼﾞ 茨城県 10:22:35
33 396 福嶋 宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 10:25:28
34 168 庄司 広之 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 10:25:44
35 142 寺澤 祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 ｅＲＣとかち 10:26:56
36 2 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 浜頓別ＲＣ 10:29:13
37 250 木村 高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 10:32:18
38 116 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 10:33:07
39 381 中村 昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 沖縄県 走えーゴンゴン 10:34:30
40 141 富田 浩史 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ 北見市 チームのぼり坂 10:38:53
41 417 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 ＬＲＳ北海道 10:41:43
42 103 大橋　一仁 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ 旭川市 ２後支１整 10:44:33
43 374 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
44 255 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 ＣＨＩＳＡ・ＡＣ 10:54:31
45 292 湯朝 啓之 ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 ＴＡＲＣ上海 10:55:09
46 143 山本 康剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 10:57:04
47 464 高野 強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別市 江別大麻狐狸庵 11:00:13
48 430 永嶋 泉 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｽﾞﾐ 東京都 11:00:38
49 453 桝本　辰夫 ﾏｽﾓﾄ ﾀﾂｵ 兵庫県 11:03:54
50 312 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 11:04:03
51 236 加藤　弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 旭川市 旭川ラビットクラブ 11:05:15
52 175 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
53 262 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 11:09:33
54 127 石元 和也 ｲｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 帯広市 ５後支２整中 11:11:05
55 152 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
56 241 石井　篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 岩見沢市 ＰＣＯ 11:15:24
57 410 林 正克 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 旭川市 11:19:20
58 461 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 チームあさとあゆ 11:23:52
59 371 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
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60 468 逢坂 俊彦 ｵｳｻｶ ﾄｼﾋｺ 遠軽町 遠軽味の一福 11:27:47
61 260 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
62 367 原部 泰弘 ﾊﾗﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 なっつくらぶ 11:32:34
63 397 高邑 明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 11:32:40
64 134 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
65 149 畑田 亮 ﾊﾀﾀﾞ ﾘｮｳ 名寄市 名寄市 11:37:46
66 135 永山 謙一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 中富良野町 ＵＮＥＲＣ 11:38:08
67 171 邱 奎馨 ｷｭｳ ｸｨｼﾝ 東京都 タイワン 11:39:55
68 238 佐藤　啓 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 名寄市 名寄ＦＡＤＳ 11:47:59
69 112 加納　隆明 ｶﾉｳ ﾀｶｱｷ 東京都 11:48:35
70 482 真壁 悦夫 ﾏｶﾍﾞ ｴﾂｵ 日高町 日高町ランナーズ 11:50:01
71 145 石川 元壽 ｲｼｶﾜ ﾕｷｶｽﾞ 千葉県 11:50:35
72 358 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 11:50:35
73 10 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 作.AC北海道 11:50:35
74 153 田中 泰弘 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 11:50:59
75 216 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
76 124 都丸 隆行 ﾄﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 東京都 ★ＧＳＫ東京★ 11:53:28
77 388 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
78 183 金山 晃也 ｶﾅﾔﾏ ｱｷﾔ 今金町 もみ蔵クラブ 11:56:02
79 321 佐々木 博文 ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 士別市 トヨタ自動車 12:01:35
80 472 市村 恭一 ｲﾁﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 東京都 12:03:49
81 196 丸谷 翔 ﾏﾙﾔ ｼｮｳ 札幌市 のむら荘 12:04:51
82 387 向井 洋 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 中標津町 12:06:05
83 474 高橋 均 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 東京都 水戸藩 12:07:06
84 195 春名 翔太 ﾊﾙﾅ ｼｮｳﾀ 埼玉県 12:07:46
85 415 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 12:15:59
86 373 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 札幌新琴似中 12:17:05
87 467 坂田 九一郎 ｻｶﾀ ｸｲﾁﾛｳ 滋賀県 平田走友会 12:18:41
88 118 大佐々 学 ｵｵｻｻ ﾏﾅﾌﾞ 福井県 ＪｏｇＮｏｔｅ 12:19:57
89 130 堀切 学 ﾎﾘｷﾘ ｶﾞｸ 幌延町 ＨＪＣ 12:23:34
90 289 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６連本管 12:24:05
91 156 和田 倫行 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾕｷ 栃木県 ＢＣワタラセ 12:24:19
92 284 小川 征一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 東川町 楽走４１２旭川 12:24:31
93 217 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
94 395 石居 正幸 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 千歳市 防走族 12:25:57
95 496 大島 恒夫 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 札幌市 北海道医療 12:26:19
96 232 坂本　利幸 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大空町 女満別ＵＭＣ 12:27:19
97 204 笠谷 翔平 ｶｻﾔ ｼｮｳﾍｲ 旭川市 佐藤青果店 12:27:46
98 280 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
99 248 佐藤 邦男 ｻﾄｳ ｸﾆｵ 札幌市 12:30:58

100 131 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
101 297 清水 智文 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾌﾐ 恵庭市 12:32:28
102 343 牟田　茂 ﾑﾀ ｼｹﾞﾙ 兵庫県 DNV 12:33:29
103 392 今井 敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 12:33:56
104 157 天野 元 ｱﾏﾉ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 12:34:15
105 485 松田 秀由樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 釧路市 釧路マラソンクラブ 12:34:36
106 452 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 12:35:05
107 412 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 ☆ＪＡながぬま☆ 12:35:29
108 300 渡辺 隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 12:35:33
109 483 鷹田 祐靖 ﾀｶﾀﾞ ｽｹﾔｽ 札幌市 12:36:18
110 340 根岸 好行 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 12:37:24
111 361 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 12:39:57
112 471 古川 昭夫 ﾌﾙｶﾜ ｱｷｵ 千歳市 千歳ランナーズ 12:42:11
113 166 綿谷 和洋 ﾜﾀﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 12:42:39
114 1 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 浜頓別町 浜頓別小学校 12:42:51
115 261 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
116 235 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 札幌市 12:46:53
117 424 小柳 健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 12:48:35
118 285 柳原 正典 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 12:48:41
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119 402 竹内 雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 12:50:44
120 237 須見　尚史 ｽﾐ ﾅｵﾌﾐ 名寄市 ＯＫＢ４９ 12:51:41
121 210 石田 裕樹 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 京都府 京都大学 12:52:44
122 314 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 瑞豊産業㈱ 12:53:42
123 252 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
124 180 浪川 修平 ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 旭川市 12:54:55
125 268 水本 圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 神奈川県 神奈川県 12:55:04
126 316 金原 武志 ｶﾅﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 山形県 山形六 12:56:06
127 313 中屋敷 朗 ﾅｶﾔｼｷ ｱｷﾗ 大阪府 12:56:07
128 334 中島 泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 茨城県 12:57:34
129 322 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
130 192 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 名寄市 ３ｉＨＭ 12:58:25
131 455 境　秋雄 ｻｶｲ ｱｷｵ 札幌市 ＳＲＣ札幌 12:58:48
132 259 中藤 秀典 ﾅｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 12:59:10
133 272 飯田 英蔵 ｲｲﾀﾞ ｴｲｿﾞｳ 札幌市 ＳＲＣ９０４ 12:59:43
134 274 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 紋別市 広域紋別病院 13:00:45
135 163 岡本 鉄平 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 イオマーレ 13:04:31
136 150 九里 雅史 ｸﾉﾘ ﾏｻﾌﾐ 東京都 13:05:12
137 406 井田 雅之 ｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 札幌市 さっぽろ１０９ 13:07:22
138 368 小柳 進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ★まぐちゃんズ 13:07:39
139 291 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
140 160 金澤 主税 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｶﾗ 旭川市 ２Ａ－３－ＨＳ 13:09:30
141 354 谷口　隆 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 函館市 チーム下り坂 13:09:46
142 283 川口 正昭 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 千葉県 13:11:46
143 146 鬼澤 洋介 ｷｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 13:11:46
144 479 田森 忠 ﾀﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 釧路市 釧路マラソンクラブ 13:11:59
145 109 清野　義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 日本郵便枝幸ＤＣ 13:12:59
146 409 村川 宏海 ﾑﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ 札幌市 ＡＶＲＣ◆札幌 13:14:11
147 391 大竹 誠 ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ 旭川市 ＲＣワッカ 13:15:18
148 306 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 愛知県 13:15:43
149 234 岡部　勝昭 ｵｶﾍﾞ ｶﾂｱｷ 名寄市 ＯＫＢ４９ 13:16:14
150 105 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
151 470 森田 敏 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 千葉県 流山ＣＪ　伴伴 13:16:35
152 132 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 ＪＨＣ 13:18:36
153 339 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
154 245 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
155 200 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 函館市 13:20:37
156 458 佐藤　正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 士別市 士別走ラン会 13:20:53
157 201 櫻井 太一 ｻｸﾗｲ ﾀｲﾁ 稚内市 13:21:10
158 494 森田 幸男 ﾓﾘﾀ ﾕｷｵ 東川町 天の川ジムカデ 13:21:52
159 128 植原 健介 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｽｹ 幕別町 13:23:24
160 178 高本 稔 ﾀｶﾓﾄ ﾐﾉﾙ 札幌市 オガサカスキー 13:24:17
161 101 山根　靖司 ﾔﾏﾈ ｾｲｼﾞ 名寄市 ＯＫＢ４９ 13:24:30
162 198 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
163 307 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
164 386 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
165 144 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
166 311 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 ★左から二番目 13:27:22
167 369 豊原 元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 13:27:35
168 221 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
169 454 毛利　安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム遠軽町 13:28:59
170 239 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 ポンニタチナイ 13:30:14
171 376 川端 潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:30:22
172 370 松田 義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:31:12
173 425 溝口 裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 13:31:30
174 363 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
175 389 山内 健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川　風工房 13:32:20
176 385 鈴木 利光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 愛知県 13:32:49
177 147 石出 訓義 ｲｼﾃﾞ ｸﾆﾖｼ 富良野市 13:33:36
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178 332 田中 智視 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 北見市 北海道北見バス（株） 13:34:11
179 325 照井 康之 ﾃﾙｲ ﾔｽﾕｷ 中標津町 ＢＲＣ 13:35:06
180 333 吉道 竜也 ﾖｼﾐﾁ ﾀﾂﾔ 東京都 13:35:32
181 484 大西 芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ 音更町 音更町駒場ランナー 13:35:49
182 404 前川 公彦 ﾏｴｶﾜ ｷﾐﾋｺ 北見市 13:37:19
183 242 韮澤　豊 ﾆﾗｻﾜ ﾕﾀｶ 上士幌町 ●同行カエル● 13:37:36
184 208 安藤 広大 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 東京都 13:38:23
185 476 武田 智博 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 13:38:35
186 460 武田 正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 13:38:53
187 278 村尾 裕市 ﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ 愛知県 13:39:00
188 364 林 明彦 ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ 三重県 ビビッド会 13:39:28
189 117 水村 浩司 ﾐｽﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 13:39:47
190 205 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
191 481 小川 公二 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 帯広市 13:40:52
192 418 菊地 哲久 ｷｸﾁ ｱｷﾋｻ 宮城県 13:40:56
193 342 旦 昌幸 ﾀﾞﾝ ﾏｻﾕｷ 西興部村 13:41:05
194 270 橋崎 直文 ﾊｼｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 千葉県 ＤＥＮＯＮＳ 13:42:42
195 287 日暮 明 ﾋｸﾞﾗｼ ｱｷﾗ 千葉県 ポコちゃんず 13:43:32
196 177 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 13:43:57
197 352 入江　二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市 札幌市役所ＭＣ 13:43:58
198 353 白井　輝 ｼﾗｲ ｱｷﾗ 札幌市 札幌時計台ＲＣ 13:43:58
199 357 内枦保　誠 ｳﾁﾍﾎﾞ ﾏｺﾄ 千歳市 ＵＲＣ 13:45:04
200 421 松本 和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:45:08
201 330 武藤 史舟 ﾑﾄｳ ｼｼｭｳ 苫小牧市 13:45:17
202 139 齋ヶ原 祐司 ｻｲｶﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 東京都 13:45:38
203 433 西高 利一 ﾆｼﾀｶ ﾄｼｶｽﾞ 旭川市 13:45:44
204 478 加島 一生 ｶｼﾏ ｶｽﾞｵ 埼玉県 甘党ランナーズ 13:45:51
205 331 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 ６ｉＰＲ 13:46:38
206 336 岡村 徹也 ｵｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 13:48:02
207 324 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 釧路市 13:48:40
208 244 上出　秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 13:50:28
209 401 平松 直人 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵﾄ 長崎県 13:53:19
210 193 西 和義 ﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 名寄市 13:53:42
211 222 佐伯 康彦 ｻｴｷ ﾔｽﾋｺ 沖縄県 13:53:50
212 427 竹村 正美 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 大阪府 コナミ香里園 13:53:54
213 140 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 13:54:10
214 197 黒澤 洋介 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 イオマーレ 13:54:26
215 165 小野 裕史 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 イオマーレ 13:54:26
216 187 佐々木 信也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 東京都 イオマーレ 13:54:26
217 383 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
218 161 田中 隆次 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 旭川市 ２Ａ－３－ＨＳ 13:54:53
219 126 最上 修市 ﾓｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 北見市 北見市 13:55:04
220 308 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


