
順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
1 319 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防 7:29:24
2 290 福田 泰 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 ゆ 7:56:12
3 233 蔵本　康孝 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 大阪府 輝走倶楽部 8:02:36
4 273 松平 洋一 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 深谷陸上クラブ 8:46:07
5 228 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 9:16:22
6 276 橡木 広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 三角山走友会 9:41:10
7 303 丹羽 正樹 ﾆﾜ ﾏｻｷ 東京都 東京陸上競技協会 9:43:32
8 224 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 9:44:33
9 240 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 家は窓から 10:08:36

10 272 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 Ｔｅａｍ半蔵門 10:14:37
11 334 吉田 尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 江別市 ＨＰ 10:16:06
12 259 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 名寄市 名寄市 10:20:52
13 254 島津 雅和 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻｶｽﾞ 赤平市 ゆめりあＲＣ 10:21:58
14 237 柏葉　公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 枝幸町 10:26:27
15 225 石坂　勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 10:44:54
16 310 堀内 孝富 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾄﾐ 大阪府 ＮＲＣ 10:47:17
17 335 二見 康司 ﾌﾀﾐ ｺｳｼﾞ 羽幌町 沿岸バス羽幌 10:48:19
18 293 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 札幌市 10:48:52
19 301 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 ＲＷＣを岩手・釜石で 10:52:26
20 239 今 由人 ｺﾝ ﾖｼﾋﾄ 函館市 ソウタロウズ 10:54:15
21 266 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 10:54:22
22 232 山﨑　浩史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 旭川市 吉井商事 10:57:50
23 312 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 11:04:30
24 274 吉田 光行 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 滝川市 ＪＯＹ 11:07:53
25 304 今井 太志 ｲﾏｲ ﾌﾄｼ 札幌市 11:17:05
26 286 新美 善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 11:17:38
27 307 根本 孝寿 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 音更町 11:23:04
28 285 青木 貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都 11:23:59
29 309 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 ６ｉＰＲ 11:26:59
30 234 安藤　晴信 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ 旭川市 日本政策金融公庫 11:31:46
31 298 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 旭川市 留萌開発建設部 11:41:12
32 316 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 第７飛行隊 11:45:32
33 235 齊藤　敏正 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ 岩手県 11:47:26
34 222 大島　一展 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 名寄市 稚内よＲ－ＴＲＣ稚内 11:48:01
35 247 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別の元ラガー 11:49:34
36 327 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 11:55:41
37 231 坂本　利幸 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大空町 女満別ＵＭＣ 12:14:03
38 300 蔭佐 学 ｶｹﾞｻ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 イオマーレ 12:17:41
39 260 門脇 憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 枝幸町 枝幸ランナーズ 12:22:19
40 252 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 千歳市 キジムナーＲＣ 12:23:27
41 249 加藤 正幹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 12:24:12
42 315 小野 貴志 ｵﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 樂走組 12:25:46
43 264 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６普連本管 12:27:05
44 330 室田 博之 ﾑﾛﾀ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 ＴＲＣ 12:32:09
45 325 中尾 公一 ﾅｶｵ ｺｳｲﾁ 稚内市 12:34:52
46 271 末原 健二 ｽｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 12:43:51
47 324 小倉 秀樹 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 六華ランナーズ？楽部 12:45:50
48 245 増子 尊士 ﾏｽｺ ﾀｶｼ 占冠村 占冠整骨院 12:47:39
49 306 上條 憲一 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 12:47:52
50 277 浅野 義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 12:58:19
51 288 内田 正洋 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 稚内市 えびす薬局駅前店 13:09:51
52 323 佐竹 大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 チームねねすけ 13:11:03
53 292 近藤 幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チームｍｉｓａｔｏ☆ 13:15:11
54 297 城 崇之 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 東京都 13:15:52
55 279 佐々木 憲一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 青森県 13:16:27

100km　男子　　40歳以上50歳未満の部
氏　名



順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
56 299 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 大樹中学校 13:17:09
57 267 宿野部 重之 ｼｭｸﾉﾍﾞ ｼｹﾞﾕｷ 札幌市 田辺三菱製薬 13:18:44
58 321 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 ＵＥＤ 13:21:13
59 311 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ 東京都 どえむず 13:24:17
60 256 渡辺 忠男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｵ 山形県 13:25:47
61 322 石田 一彦 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 チームねねすけ 13:25:58
62 227 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 札幌市 13:28:54
63 313 丸山 章好 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾖｼ 稚内市 稚内市 13:29:40
64 308 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 ＭＯＴ走友会 13:30:02
65 230 太刀川　進 ﾀﾁｶﾜ ｽｽﾑ 千歳市 ３０１ＯＢＳＮ 13:33:52
66 287 平清水 智実 ﾋﾗｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 札幌市 札幌桜ヶ丘 13:34:53
67 329 中川 映一 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 湧別町 アサヒ写真館 13:36:16
68 317 中村 直之将 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾉｽｹ 釧路市 13:37:27
69 314 村田 雄祐 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 東京都 ｅＡ東京 13:42:21
70 263 佐々木 良明 ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 稚内市 赤レンガ走友会 13:43:52
71 336 小鹿野 正人 ｵｶﾞﾉ ﾏｻﾄ 埼玉県 13:44:25
72 229 永原　邦明 ﾅｶﾞﾊﾗ ｸﾆｱｷ 美幌町 １０１Ｂｎ－ＰＲ 13:46:50
73 284 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 13:52:15
74 236 中村　努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 チーム一歩 13:53:08
75 238 上出　秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 北海道教育庁 13:54:37
76 332 松尾 一 ﾏﾂｵ ﾊｼﾞﾒ 釧路市 13:55:10
77 269 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:55:33
78 270 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 13:55:33
79 275 望月 嘉彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋｺ 札幌市 13:56:53
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