
順位 ゼッケン 市町村 所属 タイム
1 730 瀬尾　豪 ｾｵ ｽｸﾞﾙ 旭川市 旭川走友会  3:26:50
2 723 芝野　達哉 ｼﾊﾞﾉ ﾀﾂﾔ 栃木県 ＮＯ‐ＢＯＲＤＥＲ  3:38:36
3 707 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  3:41:25
4 712 高橋　孝弘 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 上川町 道北陸協  3:46:57
5 717 坪井　隆樹 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｷ 兵庫県 神戸市陸協  3:50:42
6 706 小塚　力 ｺﾂﾞｶ ﾁｶﾗ 名寄市 幌延ランニングクラブ  3:56:27
7 746 伊藤　太樹 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 愛知県 大同特殊鋼㈱陸上部  3:58:18
8 705 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 ＨＲＣ  4:23:36
9 711 兵頭　英秋 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 斎藤梨園  4:25:03

10 714 久保　貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 猿払村 ホタテ猿払牛乳  4:33:18
11 735 馬庭　卓也 ﾏﾆﾜ ﾀｸﾔ 埼玉県 日本ＭＤＭ  4:38:36
12 737 杉田　丈治 ｽｷﾞﾀ ﾀｹﾊﾙ 千葉県  4:58:53
13 731 貫田　一洋 ﾇｷﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 枝幸町  5:05:57
14 719 大平　信貴 ｵｵﾋﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 ７Ｌ－１Ｍ－ＣＥ  5:07:06
15 716 今野　一也 ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾔ 名寄市  5:21:53
16 718 西野　厚 ﾆｼﾉ ｱﾂｼ 埼玉県 千寿桜小学校  5:25:08
17 606 佐川　孝二 ｻｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 浜頓別町 とうぼうとくいん  5:25:57
18 715 佐藤　紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 千歳市  5:26:30
19 725 竹村　隆太郎 ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 ランナーズ・ハイ  5:41:51
20 734 手塚　秀夫 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾞﾃﾞｵ 栃木県 チームひでぽん  5:48:19
21 701 高橋　邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 旭川市 こくきん旭川  5:50:36
22 740 桑原　大輔 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 セレクション  5:50:49
23 743 対馬　英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市  5:53:54
24 733 小鹿野　正人 ｵｶﾞﾉ ﾏｻﾄ 埼玉県  5:56:31
25 605 山田　秀和 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 浜頓別町 RUN浜頓別  5:58:24
26 739 石田　鋼司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 枝幸町  6:05:04
27 710 西子　瑞規 ﾆｼｺ ﾐｽﾞｷ 京都府 京都薬科大学  6:05:42
28 720 杉山　広大 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 中頓別町  6:08:34
29 607 岩谷　俊宏 ｲﾜﾔ ﾄｼﾋﾛ 浜頓別町 とうぼうとくいん  6:11:26
30 744 清水　紘明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 北見市 HRRC  6:11:27
31 703 渋谷　祥 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳ 旭川市 日本政策金融公庫  6:11:27
32 736 岩瀬　伸也 ｲﾜｾ ｼﾝﾔ 枝幸町 枝幸バドミントン協会  6:12:37
33 608 石垣　貴寛 ｲｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜頓別町 とうぼうとくいん  6:20:11
34 702 菊地　隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 旭川市  6:22:49
35 609 青海　玲 ｱｵﾐ ｱｷﾗ 浜頓別町 浜頓別町役場  6:31:42
36 604 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 浜頓別町 開発  6:35:30
37 741 荒川　隆史 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 江別市  6:43:17
38 742 城山　宏一 ｼﾛﾔﾏ ｺｳｲﾁ 猿払村  6:45:21
39 738 福岡　毅憲 ﾌｸｵｶ ﾀｹﾉﾘ 天塩町 稚内信用金庫天塩支店  6:50:31
40 728 千村　明弘 ﾁﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 旭川市 日本政策金融公庫  7:06:04
41 601 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 浜頓別町 浜頓別中学校  7:14:46
42 732 坂本　唯樹 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 名寄市 ユニコーン  7:18:03
43 726 北川　晋也 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 札幌市  7:41:55
44 727 巻島　隆雄 ﾏｷｼﾞﾏ ﾀｶｵ 宮城県 日本政策投資銀行  7:45:36
45 603 松浦　幸太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 浜頓別町 浜頓別郵便局  8:10:39
46 610 斎藤　健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 浜頓別町  8:39:03
47 602 杉田　和之 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 浜頓別町  8:46:26
48 704 田島　央一 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 枝幸町 前北海道議会議員  8:59:20

氏名

５０ｋｍ　男子　　　40歳未満の部


