
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 403 小沢　康広 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 長野県 楽ラン  8:24:13
2 435 丸田　弘史 ﾏﾙﾀ ｺｳｼﾞ 旭川市 第２師団司令部  8:45:41
3 421 表　正樹 ｵﾓﾃ ﾏｻｷ 士別市 トヨタ士別ＲＣ  9:24:12
4 425 七尾　謙治 ﾅﾅｵ ｹﾝｼﾞ 茨城県  9:53:57
5 439 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会  9:56:44
6 419 森山　隆志 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｼ 札幌市 ＪＲ石タカＡＣ  9:57:09
7 457 森廣　和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 ＬＲＳ北海道 10:02:43
8 393 嶋本　勝浩 ｼﾏﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県 10:21:29
9 401 佐久間　仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 東京都 大同特殊鋼 10:24:53

10 396 林　正克 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 旭川市 ＨＣＣ 10:38:36
11 438 神田　裕 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 10:43:11
12 585 竹田 由則 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 小樽市 10:47:24
13 398 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 10:47:40
14 475 先名　弘一 ｻｷﾅ ｺｳｲﾁ 埼玉県 武蔵ＵＭＣ 11:26:02
15 456 稲葉　定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 ＪＡながぬま 11:28:21
16 470 則武　克彦 ﾉﾘﾀｹ ｶﾂﾋｺ 愛知県 一宮市医師会 11:28:58
17 453 松木　健司 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 バンバンクラブ 11:34:45
18 437 上領　誠 ｶﾐﾘｮｳ ﾏｺﾄ 愛知県 つるんで覇気走 11:34:54
19 391 澤渡　公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 11:38:50
20 382 篠原　聡 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 稚内市 宗谷総合振興局 11:41:00
21 404 小林　龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 恵庭市 ＦＲＵＮ 11:45:33
22 443 土赤　能史 ﾂﾁｱｶ ﾀｶｼ 北見市 チーム上り坂 11:45:48
23 441 吹原　成治 ﾌｷﾊﾗ ｼｹﾞﾊﾙ 奈良県 東京海上日動 11:54:39
24 434 浅野　章 ｱｻﾉ ｱｷﾗ 札幌市 札幌北成病院 11:56:39
25 384 栗田　克則 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 12:04:51
26 464 野口　洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 西澤建設（株） 12:06:27
27 465 深澤　眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 12:08:54
28 445 西川　直樹 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 奈良県 愛仁会 12:11:54
29 406 山本　和明 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 12:20:26
30 378 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 札幌新琴似中 12:22:55
31 430 伊藤　裕之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 旭川市 みくＲＵＮ白石 12:29:42
32 442 中嶋　勝司 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂｼﾞ 旭川市 楽走４１２旭川 12:30:04
33 386 藤原　英明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 旭川市 12:37:17
34 407 原部　泰弘 ﾊﾗﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 なっつくらぶ 12:38:48
35 454 梶田　次朗 ｶｼﾞﾀ ｼﾞﾛｳ 東京都 浅草今戸 12:41:12
36 405 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 12:41:39
37 432 恒本　義幸 ﾂﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 滝川市 ゆめりあＲＣ 12:43:04
38 374 相野　孝次 ｱｲﾉ ｺｳｼﾞ 岡山県 一走入魂 12:43:28
39 449 竹内　雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 12:43:35
40 433 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局農振課 12:46:29
41 466 小柳　健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 12:47:00
42 467 溝口　裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 東京都人材支援事業団 12:50:44
43 375 大竹　誠 ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ 旭川市 ＲＣワツカ 12:51:30
44 458 安藤　雄市郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 上富良野町 Ｒ．Ｄ．Ｆ 12:51:59
45 410 松田　義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 12:57:04
46 462 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:01:32
47 402 相澤　智之 ｱｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ 千葉県 13:04:16
48 376 入江　二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市 札幌市役所ＭＣ 13:08:46
49 480 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 13:12:04
50 424 森　秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 余市養護学校ＭＣ 13:14:29
51 400 秋元　英郎 ｱｷﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 秋元技術士事務所 13:16:46
52 388 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 札幌市 ち～むつねさま 13:17:16
53 428 赤池　章一 ｱｶｲｹ ｼｮｳｲﾁ 函館市 函館水産試験場 13:18:31
54 427 島谷　秀明 ｼﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 静岡県 ヤマハランナーズ 13:19:04
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55 479 川島　肇 ｶﾜｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 13:21:24
56 478 野崎　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 白老町 13:22:40
57 389 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 13:24:49
58 408 遠藤　明 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 旭川市 ★２６－４★ 13:25:28
59 415 川端　潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:27:39
60 471 渡辺　隆行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 13:29:02
61 383 竹村　正美 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 大阪府 コナミ香里園 13:30:19
62 394 山内　健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川町　風工房 13:31:42
63 431 渡辺　光司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 登別市 岡レスキュー 13:34:58
64 411 稲村　隆浩 ｲﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 １ＦＡＧｐＨＱ 13:36:22
65 397 林　明彦 ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ 三重県 ＶＩＶＩＤ会 13:38:23
66 409 豊原　元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 13:39:10
67 377 和知　義夫 ﾜﾁ ﾖｼｵ 東京都 オリンパス 13:45:05
68 380 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 まぐちゃんｽﾞ 13:45:25
69 412 長島　弘 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 13:45:59
70 459 滝　弘章 ﾀｷ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 走る人 13:46:33
71 461 加藤　博美 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 旭川市 旭川開発建設部 13:50:24
72 446 雁原　良範 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 北斗市 13:56:57


