
順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
1 106 片平　大樹 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県 淡路島爆走団 8:00:14
2 135 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 帯広市 釧路マラソンクラブ 8:14:58
3 103 大河原　斉揚 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾘｱｷ 東京都 カにクリーム丼 8:18:22
4 107 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 ｅＲＣとかち 8:28:28
5 211 広瀬 武啓 ﾋﾛｾ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 ダックスポーツクラブ 8:45:32
6 105 中南　智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 札幌市 札幌市役所 8:46:42
7 119 鈴木 輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 岡山赤十字病院陸上部 9:10:45
8 143 前田 将克 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 兵庫県 9:21:14
9 193 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:34:58

10 192 会田 翔 ｱｲﾀﾞ ｼｮｳ 大阪府 9:35:20
11 185 大島 健太郎 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 日本体育大学 9:36:22
12 146 藤原 真雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｵ 兵庫県 健康ライフプラザ 9:50:55
13 163 石原 良祐 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 東川町 10:30:01
14 117 賀谷 直樹 ｶﾔ ﾅｵｷ 釧路市 釧路マラソンクラブ 10:32:12
15 178 福原 崇介 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶｽｹ 大阪府 大阪大学 10:34:40
16 188 小林 連太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 札幌市 太平ＢＳ 10:36:48
17 159 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 10:43:02
18 213 工藤 勇太 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 遠軽町 江差ＡＣ 10:47:34
19 110 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 チーム２５６ 10:49:29
20 208 森 鉄矢 ﾓﾘ ﾃﾂﾔ 旭川市 はこぶねＲＣ 10:52:50
21 205 佐藤 強 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 愛知県 大同特殊鋼株式会社 10:54:43
22 129 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 旭川市 11:17:18
23 112 坂本　貴博 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 宗谷総合振興局 11:17:50
24 132 中村 孝文 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 11:19:19
25 169 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 11:27:50
26 104 馬庭　卓也 ﾏﾆﾜ ﾀｸﾔ 埼玉県 11:28:23
27 181 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 札幌市 11:32:13
28 111 櫻田　竜也 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千歳市 11:33:25
29 184 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 11:35:13
30 116 金村 哲也 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ 石川県 カナちゃんピン 11:37:44
31 196 小黒 嶺至 ｵｸﾞﾛ ﾚｲｼﾞ 札幌市 自衛隊 11:40:03
32 166 旗手 健太 ﾊﾀﾃ ｹﾝﾀ 滝川市 ＪＯＹ 11:40:29
33 176 船引 宙 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾋﾛｼ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 11:59:55
34 109 田中　来 ﾀﾅｶ ｷﾀﾙ 旭川市 旭川医科大学 12:00:04
35 207 桑田 貴則 ｸﾜﾀ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 12:16:18
36 212 猪俣 裕紀 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｷ 東京都 12:19:39
37 131 内藤 翔 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳ 札幌市 12:20:42
38 195 白土 晶一 ｼﾗﾄ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 金閣寺 12:21:50
39 138 近藤 勝也 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 北広島市 １３３特大ー１中 12:35:37
40 206 太田 賢作 ｵｵﾀ ｹﾝｻｸ 稚内市 12:44:21
41 174 片岡 慎太郎 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 12:48:01
42 197 最上 修市 ﾓｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 北見市 北見市 12:49:34
43 165 大槻 典史 ｵｵﾂｷ ﾉﾘﾌﾐ 滝川市 ＪＯＹ 12:51:46
44 123 尾形 直樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 別海町 上風連ＡＣ 12:52:04
45 127 遠田 広美 ｴﾝﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 13:05:58
46 130 作田 隆行 ｻｸﾀ ﾀｶﾕｷ 札幌市 13:06:44
47 210 中村 健太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 札幌市 北洋銀行 13:13:40
48 108 深澤　芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 13:15:52
49 139 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 三菱日立ＰＳ 13:18:27
50 120 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 山岸燭台製作所 13:20:04
51 152 宮島 隆幸 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 富山県 貫光ランニングクラブ 13:21:43
52 134 小田 友貴 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 札幌市 一三三山岳会 13:22:05
53 151 佐々木 恵介 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 札幌市 13:22:08
54 145 川眞田 潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 新十津川町 大雪を囲む会青年部 13:34:37
55 121 片岡 福太郎 ｶﾀｵｶ ﾌｸﾀﾛｳ 白糠町 白糠ＲＣ 13:35:25

100km　男子　　40歳未満の部
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順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
56 113 菊地　隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 旭川市 13:37:09
57 164 小林 雄志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ 札幌市 北海道トレイルＲＣ 13:39:28
58 126 森 寿貴 ﾓﾘ ﾄｼﾀｶ 札幌市 13:41:49
59 189 伊藤 佑輔 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 東京都 死ね死ね団 13:42:20
60 177 高 昭 ﾀｶ ｱｷﾗ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 13:45:35
61 114 鳴海 英睦 ﾅﾙﾐ ﾋﾃﾞﾁｶ 札幌市 トロイカＲＣ 13:46:00
62 153 狭間 倫哉 ﾊｻﾞﾏ ﾄﾓﾔ 札幌市 北海道大学院 13:49:28
63 125 中島 京 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳ 静岡県 チーム参軍 13:52:38
64 190 佐伯 康彦 ｻｴｷ ﾔｽﾋｺ 沖縄県 13:56:27
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