
順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
1 343 藤島　和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市 札幌市役所 8:59:22
2 394 福田 聖哉 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 熊本県 熊本ＣＡＣ 9:49:25
3 448 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 9:58:01
4 431 高野 文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 広島県 三原アスリート 9:59:59
5 395 七尾 謙治 ﾅﾅｵ ｹﾝｼﾞ 茨城県 10:17:12
6 344 森廣　和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 チームねねすけ 10:18:02
7 345 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 10:20:47
8 441 水本 敦也 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 千葉県 10:37:46
9 402 齋藤 諭 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 伊達市 チームねねすけ 10:40:42

10 403 入江 二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市 10:53:54
11 384 佐久間 仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 東京都 大同特殊鋼 10:56:32
12 386 南里 賢一 ﾅﾝﾘ ｹﾝｲﾁ 札幌市 ＵＲＣ 11:08:43
13 356 大橋　秀男 ｵｵﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 11:15:58
14 408 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 恵庭走友会 11:19:39
15 362 深澤　眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 11:22:38
16 388 谷口 英樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 浦幌町 11:24:42
17 382 井上 正志 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 愛知県 11:25:24
18 398 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 石狩市 石狩浜益ＲＣ 11:31:52
19 383 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 11:41:52
20 352 豊原　元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 11:43:37
21 439 菅野 義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 11:49:21
22 364 林　正克 ﾊﾔｼ ﾏｻｶﾂ 旭川市 11:59:20
23 365 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 12:02:06
24 373 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ★まぐちゃんズ 12:03:13
25 443 長屋 賢仁 ﾅｶﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 広尾町 12:14:13
26 351 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 12:20:30
27 420 山田 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 三重県 12:22:01
28 367 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 12:24:29
29 342 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 12:37:21
30 400 浦木 茂 ｳﾗｷ ｼｹﾞﾙ 音更町 のんびり屋 12:37:58
31 433 木元 浩仁 ｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 12:40:01
32 379 関根 貞夫 ｾｷﾈ ｻﾀﾞｵ 埼玉県 12:44:30
33 399 関 忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 12:44:37
34 401 竹内 雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 12:45:50
35 391 増田 幸夫 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷｵ 札幌市 フランセス教会 12:47:00
36 390 小川 潤 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 12:50:57
37 409 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 12:53:45
38 444 山本 和明 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 12:54:01
39 347 松田　義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:02:04
40 418 村田 弘文 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高知県 13:03:45
41 375 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 帯広市役所 13:04:50
42 415 鳥越 和人 ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞﾄ 標津町 中標津十二楽走 13:07:15
43 341 山内　健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川町　風工房 13:07:50
44 435 西谷 真吾 ﾆｼﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 札幌市 チームぷっ 13:08:49
45 423 能登 正樹 ﾉﾄ ﾏｻｷ 稚内市 稚内水産指導所 13:11:48
46 434 中嶋 勝司 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂｼﾞ 旭川市 楽走４１２旭川 13:14:01
47 358 小柳　健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 13:14:15
48 371 栗田　克則 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 13:15:08
49 346 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 札幌市 オホーツク２８５Ｋ 13:15:35
50 381 村山 桂己 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｷ 江別市 凹たれん隊 13:17:55
51 426 濱 康雅 ﾊﾏ ﾔｽﾏｻ 神奈川県 昭和電線ＤＴ 13:19:22
52 422 小川 武士 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 侍スナフキン 13:19:50
53 353 谷　聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 13:23:43
54 368 渡辺　光司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 登別市 オカレスキュー 13:23:54
55 432 久安 亮 ﾋｻﾔｽ ｱｷﾗ 神奈川県 13:24:02

100km　男子　　50歳以上60歳未満の部
氏　名



順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
56 425 溝口 裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 東京都総務局 13:26:56
57 416 川端 潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:31:28
58 410 野口 洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 枝幸ランナーズ 13:32:30
59 438 吉川 浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 ホロラー 13:33:05
60 430 小山 由紀夫 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ 埼玉県 ターミネーター 13:33:34
61 442 佐藤 弘 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 山形県 松陵ＲＣ 13:34:11
62 389 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 13:38:20
63 349 竹村　正美 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 大阪府 コナミ香里園 13:45:10
64 397 高橋 正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 札幌市 ㈱タカジン 13:46:26
65 380 岡留 和孝 ｵｶﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ 大阪府 フル百回楽走会 13:47:33
66 427 近田 泰生 ｺﾝﾀﾞ ﾔｽｵ 名寄市 名寄高校 13:48:39
67 359 草野　剛一 ｸｻﾉ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 札幌市役所ＭＣ 13:49:10
68 354 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 13:49:16
69 429 三澤 浩 ﾐｻﾜ ﾕﾀｶ 長野県 13:54:21
70 355 米谷　繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 13:56:21
71 419 福田 純一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 兵庫県 ＪＯＹＪＯＹ 13:57:31
72 393 古橋 芳治 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾊﾙ 愛知県 13:57:47
73 357 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 函館市 チームプッチョ 13:58:12

100km　男子　　50歳以上60歳未満の部
氏　名


