
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 714 皿田 二充 ｻﾗﾀ ﾂｸﾞﾐﾂ 福岡県 ＥＲＵＮＮＥＲＳ  3:36:36
2 764 大塚 哲仁 ｵｵﾂｶ ﾃﾂﾋﾄ 神奈川県  3:39:32
3 804 二木 明彦 ﾌﾀｷ ｱｷﾋｺ 東京都 アキ動物病院  3:49:55
4 774 松本 浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県  3:50:34
5 761 石黒 啓司 ｲｼｸﾛ ｹｲｼﾞ 旭川市 ＳＲＣ９０４  3:59:53
6 810 永井 恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 静岡県  4:03:23
7 765 米澤 博史 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 網走市 プリズン網走  4:03:29
8 730 舟崎 浩之 ﾌﾅｻｷ ﾋﾛﾕｷ 名寄市 名寄自衛隊  4:05:32
9 717 原田 光男 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｵ 大阪府  4:08:19

10 771 井上 智広 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 東京陸協  4:23:45
11 703 津川　靖雄 ﾂｶﾞﾜ ﾔｽｵ 山梨県 ＫＥＩＺ甲斐双葉店  4:25:49
12 758 渡辺 浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県 ｅＡ東京  4:29:29
13 808 槙島 龍平 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 愛知県 ｅＡ愛知  4:35:48
14 775 平田 眞吉 ﾋﾗﾀ ｼﾝｷﾁ 愛知県  4:40:42
15 805 野上 泰宏 ﾉｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 帯広市 帯広西陵中学校  4:43:16
16 772 室田 博之 ﾑﾛﾀ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 ＴＲＣ  4:44:18
17 861 菅原　昭男 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷｵ 埼玉県  4:48:01
18 713 鈴木　直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 札幌市 北海道トレランクラブ  4:58:54
19 860 熊谷　哲郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾛｳ 旭川市 旭川熊谷珠算塾  5:03:11
20 721 立野 匠 ﾀﾃﾉ ﾀｸﾐ 栃木県 雷都隊長  5:03:32
21 807 高橋 弘道 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ 旭川市  5:07:15
22 760 久保 善法 ｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ 名寄市 さるふつＡＣ  5:10:17
23 728 小池 共平 ｺｲｹ ｷｮｳﾍｲ 富良野市  5:14:32
24 631 小泉　弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 浜頓別町  5:14:52
25 769 荒井 勉 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ 神奈川県 ＴＭクラブ  5:15:16
26 776 桑嶋 雅昭 ｸﾜｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 猿払村  5:19:13
27 780 荒谷 卓朗 ｱﾗﾔ ﾀｸﾛｳ 旭川市  5:25:43
28 818 松嵜 辰男 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂｵ 東京都 ＫＪＦ  5:27:51
29 779 小林 温幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 釧路市  5:28:25
30 817 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 神奈川県  5:30:08
31 803 大野 明彦 ｵｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 埼玉県  5:35:52
32 801 森田　英敏 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 名寄市 ユニコーン  5:40:44
33 757 明石　竜彦 ｱｶｼ ﾀﾂﾋｺ 愛知県 大同特殊鋼株式会社  5:41:49
34 733 荒木 朋宏 ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀県 立命館大学男子陸上部  5:43:22
35 859 岡田　正 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 チームフロントロー  5:45:07
36 723 竹岡 裕輔 ﾀｹｵｶ ﾕｳｽｹ 札幌市 シオノギ  5:45:58
37 820 藤原 博幸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 稚内市  5:46:27
38 866 野村 幸夫 ﾉﾑﾗ ﾕｷｵ 旭川市 旭川ＡＲＡ  5:47:56
39 731 吉川 康太 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ 稚内市 錦産業㈱  5:48:26
40 609 湯浅 哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町  5:50:12
41 766 越智 成東 ｵﾁ ｼｹﾞﾊﾙ 幌延町 幌延ＪＯＧ  5:50:54
42 855 加藤　正文 ｶﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 深川市 深川歩くスキー  5:53:55
43 755 秋丸　和巳 ｱｷﾏﾙ ｶｽﾞﾐ 美瑛町  5:55:14
44 857 陶山　泰信 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 静岡県  6:05:07
45 641 西口　義博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 浜頓別町  6:05:35
46 729 貫田 一洋 ﾇｷﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 枝幸町  6:08:08
47 767 和合 匠学 ﾜｺﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 恵庭市  6:09:15
48 642 上西　芳信 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜頓別町  6:16:02
49 815 松浦 英雄 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 士別市 楽ＲＵＮ  6:22:11
50 806 妹尾 章正 ｾﾉｵ ｱｷﾏｻ 福岡県 ＦＣランナーズ  6:22:24
51 802 小川　正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 旭川市 日本政策金融公庫  6:22:26
52 770 渡辺 博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 札幌市 チームぷっ  6:24:23
53 809 白山 澄雄 ｼﾗﾔﾏ ｽﾐｵ 美瑛町  6:26:16
54 606 青海　玲 ｱｵﾐ ｱｷﾗ 浜頓別町 浜頓別町役場  6:27:31
55 865 原野 幸男 ﾊﾗﾉ ﾕｷｵ 埼玉県 フル百回楽走会  6:33:16
56 603 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜頓別町 浜頓別町役場  6:33:38
57 727 丹治 和哲 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 猿払村 猿払村役場  6:34:28
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58 706 福岡　毅憲 ﾌｸｵｶ ﾀｹﾉﾘ 利尻富士町 稚内信用金庫  6:36:33
59 816 奥村 文男 ｵｸﾑﾗ ﾌﾐｵ 中頓別町 中頓別町  6:36:55
60 643 菅原　信男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｵ 浜頓別町  6:40:50
61 722 宇田 智之 ｳﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 香川県  6:43:02
62 754 岸本　哲也 ｷｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 稚内市  6:46:04
63 762 千葉 学 ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 遠別町 素人そば屋  6:48:45
64 753 藤木　健志 ﾌｼﾞｷ ﾀｹｼ 福岡県 仲原小学校職員  6:49:52
65 863 池野　政晴 ｲｹﾉ ﾏｻﾊﾙ 名寄市  6:51:56
66 862 山田　至 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾀﾙ 札幌市 カタツムリＡＣ  6:52:41
67 864 東山 道之 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾁﾕｷ 東京都 ＭＹＪＣ  6:55:37
68 716 若公 雅敏 ﾜｺｳ ﾏｻﾄｼ 北斗市 ＪＲＴＴ  6:56:40
69 607 西島 博樹 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 浜頓別町 浜頓別高校  6:57:13
70 854 今村　昭夫 ｲﾏﾑﾗ ﾃﾙｵ 福井県  7:02:00
71 853 田中　代志三 ﾀﾅｶ ﾖｼｿﾞｳ 旭川市 旭川走ろう会  7:02:42
72 604 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 浜頓別町 みにくいアヒルの湖  7:05:52
73 812 水沼 清 ﾐｽﾞﾇﾏ ｷﾖｼ 遠軽町 味の一福酔走会  7:08:05
74 711 渋谷　祥 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳ 旭川市 チーム　ユメパパ  7:11:10
75 752 青山　勇人 ｱｵﾔﾏ ﾊﾔﾄ 稚内市 ニヤクコーポレーショ  7:13:33
76 726 巻島 隆雄 ﾏｷｼﾞﾏ ﾀｶｵ 東京都 日本政策投資銀行  7:15:11
77 602 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 浜頓別町立頓別小学校  7:17:21
78 709 菊地　隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 旭川市  7:17:35
79 601 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 浜頓別町 浜頓別中学校  7:19:06
80 725 阿部 竹志 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 稚内市 ＴＲＣ  7:19:42
81 608 宮野 竜也 ﾐﾔﾉ ﾀﾂﾔ 浜頓別町  7:20:20
82 781 中村 滋 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 福岡県 株式会社べネシス  7:24:40
83 856 檜山　勝利 ﾋﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 旭川市 ＡＲＡ  7:29:24
84 867 安田 章 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市  7:30:15
85 633 但田 勝義 ﾀﾝﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 浜頓別町 浜頓別小学校  7:33:07
86 852 塩田　富治 ｼｵﾀ ﾄﾐｼﾞ 旭川市 ＡＲＡ　旭川走ろう会  7:33:19
87 813 杉本 繁昭 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 茨城県  7:39:31
88 778 荒澤 雅之 ｱﾗｻﾜ ﾏｻﾕｷ 稚内市  7:39:51
89 605 竹森　博美 ﾀｹﾓﾘ ﾋﾛﾐ 浜頓別町 みにくいアヒルの湖  7:41:27
90 756 長谷川　隆志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 留萌市 留萌振興局  7:42:11
91 724 小西 将史 ｺﾆｼ ﾏｻﾌﾐ 栃木県  7:59:31
92 819 有馬 仁志 ｱﾘﾏ ﾋﾄｼ 東京都 ディースペース  7:59:41
93 777 山田 大 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県  8:00:43
94 705 佐藤　幸喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ 増毛町  8:03:41
95 821 沢口 智 ｻﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 猿払村 知来別小学校教員  8:06:28
96 715 城 行成 ｼﾛ ﾕｷﾅﾘ 網走市  8:11:01
97 632 中野　雅充 ﾅｶﾉ ﾏｻﾐﾂ 浜頓別町 みにくいアヒルの湖  8:14:54
98 710 黒木　伸浩 ｸﾛｷﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 名寄市 陸上自衛隊名寄駐屯地  8:25:19
99 707 杉原　春三 ｽｷﾞﾊﾗ ﾊﾙﾐ 旭川市 日本政策金融公庫  8:27:48

100 621 高森　尚樹 ﾀｶﾓﾘ ﾅｵｷ 浜頓別町 浜頓別小学校  8:49:17
101 814 中西 雅之 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾕｷ 東京都  8:54:14


