
順位 ゼッケン 市町村 所　属 タイム
1 713 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 旭川市 作．ＡＣ旭川 3:32:41
2 729 伊藤 太樹 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 愛知県 大同特殊鋼株式会社 3:35:20
3 731 久保 貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:12:25
4 708 船木 智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 ＨＲＣ 4:19:17
5 747 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 4:34:59
6 719 寺尾 康平 ﾃﾗｵ ｺｳﾍｲ 大阪府 モンベル国際部 4:57:26
7 716 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 5:14:11
8 727 奈良岡 武雄 ﾅﾗｵｶ ﾀｹｵ 札幌市 5:26:00
9 705 清野　義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 ＬＲＳ北海道枝幸局 5:29:36

10 740 井上　貴仁 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾄ 浜頓別町 浜頓別町役場 5:32:49
11 715 杉本 毅 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 枝幸町 稚内信用金庫 5:36:08
12 732 丹治 和哲 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 猿払村 作．ＡＣ猿払 5:36:47
13 722 荒川 隆史 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 江別市 5:37:09
14 725 対馬 英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾞﾃﾞﾀｶ 札幌市 5:37:09
15 701 城山　宏一 ｼﾛﾔﾏ ｺｳｲﾁ 猿払村 5:39:03
16 703 吉村　充司 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 稚内市 航空自衛隊 5:39:08
17 743 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:42:55
18 707 兵庫 利勇 ﾋｮｳｺﾞ ﾄｼｵ 稚内市 稚内開発建設部 5:45:01
19 704 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 5:48:37
20 714 小室 太一 ｺﾑﾛ ﾀｲﾁ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 5:53:08
21 733 吉川 雅志 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 稚内市 5:54:45
22 741 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 浜頓別町 5:58:49
23 734 石田 鋼司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 枝幸町 枝幸バドミントン協会 6:00:05
24 730 岩瀬 伸也 ｲﾜｾ ｼﾝﾔ 枝幸町 枝幸バドミントン協会 6:05:31
25 712 坂本 正人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 北広島市 えすお 6:06:11
26 706 平田 健一 ﾋﾗﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県 6:17:45
27 726 近野 孝文 ｺﾝﾉ ﾀｶﾌﾐ 足寄町 足寄 6:19:04
28 746 太田　宏紀 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 浜頓別町 6:26:37
29 723 村上 拓馬 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 幌延町 幌延ＲＣ 6:30:05
30 718 小西 将史 ｺﾆｼ ﾏｻﾌﾐ 栃木県 6:33:48
31 737 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 浜頓別町 6:38:17
32 702 渋谷　祥 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳ 旭川市 日本政策金融公庫 6:39:51
33 744 瘧師　道拓 ｷﾞｬｸｼ ﾐﾁﾋﾛ 浜頓別町 浜頓別町国保病院 7:02:40
34 721 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾕｳ 江別市 ＹＥＳＷＥＲＵＮ 7:09:56
35 738 森下　雄基 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｷ 浜頓別町 北海道電力 7:44:49

50km　男子　　40歳未満の部
氏　名


