
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
3 818 阿部 章一 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 3:43:10
4 10 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 作.AC北海道 3:47:21
5 813 表 正樹 ｵﾓﾃ ﾏｻｷ 士別市 トヨタ士別ＲＣ 3:58:06
6 763 島田 聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内市 稚内青年会議所ＯＢ 4:02:17
7 772 小塚 力 ｺﾂﾞｶ ﾁｶﾗ 名寄市 幌延ＲＣ 4:04:00
8 731 久保 貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:12:25
9 761 柳原 靖人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾄ 東京都 ランビッツ 4:14:29

10 767 大山 幸成 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ 新十津川町 新十津川町役場 4:15:06
11 708 船木 智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 ＨＲＣ 4:19:17
12 775 三ツ木 正己 ﾐﾂｷ ﾏｻﾐ 根室市 4:22:30
13 755 池田　剛 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 枝幸町 南宗谷消防組合 4:27:48
14 822 佐藤 栄治 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 猿払村 猿払村 4:34:37
15 747 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 4:34:59
16 801 槙島　龍平 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 愛知県 ＡＣ子龍 4:36:57
17 807 駒田 雅彦 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 プーリーズ 4:37:42
18 829 坪坂　一明 ﾂﾎﾞｻｶ ｶｽﾞｱｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 4:39:00
19 777 小野寺 勉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ 旭川市 バイエル薬品 4:39:51
20 821 飯田 郷一 ｲｲﾀﾞ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 （株）岡田設計 4:47:32
21 808 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 枝幸町 稚内信用金庫 4:52:41
22 858 熊谷　哲郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾛｳ 旭川市 旭川熊谷珠算塾 4:53:34
23 776 川口 克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:56:37
24 819 横山 充 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ 札幌市 ＨＵＥ旭川 4:56:55
25 719 寺尾 康平 ﾃﾗｵ ｺｳﾍｲ 大阪府 モンベル国際部 4:57:26
26 865 白井 輝 ｼﾗｲ ｱｷﾗ 札幌市 札幌時計台ＲＣ 4:59:43
27 827 伊藤 幸彦 ｲﾄｳ ﾕｷﾋｺ 札幌市 5:01:43
28 766 伊東 秀起 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 5:08:18
29 812 安達 健生 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｵ 室蘭市 室蘭あだち内科 5:10:20
30 716 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 5:14:11
31 768 朝比奈 寿之 ｱｻﾋﾅ ﾄｼﾕｷ 東京都 5:21:06
32 878 西口　義博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:23:47
33 815 岸山 清隆 ｷｼﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 天塩町 天塩北産士ＲＣ 5:24:24
34 867 船木 聰 ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 釧路市 チーム彩羽 5:24:55
35 727 奈良岡 武雄 ﾅﾗｵｶ ﾀｹｵ 札幌市 5:26:00
36 824 小川 正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 札幌市 日本政策金融公庫 5:27:18
37 820 出原 和夫 ﾃﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ 士別市 士別 5:28:38
38 862 村田　正則 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 江別市 5:29:19
39 705 清野　義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 ＬＲＳ北海道枝幸局 5:29:36
40 809 金谷 淳史 ｶﾅﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 留萌市 留萌走ろう会 5:30:39
41 740 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
42 774 千葉 隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 稚内開発建設部 5:32:57
43 873 長堀 正夫 ﾅｶﾞﾎﾘ ﾏｻｵ 愛知県 大同特殊鋼株式会社 5:34:30
44 478 山内 豊 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾀｶ 名寄市 名寄バガボンド 5:35:56
45 715 杉本 毅 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 枝幸町 稚内信用金庫 5:36:08
46 732 丹治 和哲 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 猿払村 作．ＡＣ猿払 5:36:47
47 722 荒川 隆史 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 江別市 5:37:09
48 725 対馬 英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾞﾃﾞﾀｶ 札幌市 5:37:09
49 760 大野　典昭 ｵｵﾉ  ﾉﾘｱｷ 札幌市 5:37:31
50 785 玉川 法之 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 浜頓別町 浜頓別町役場 5:38:06
51 701 城山　宏一 ｼﾛﾔﾏ ｺｳｲﾁ 猿払村 5:39:03
52 703 吉村　充司 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 稚内市 航空自衛隊 5:39:08
53 804 佐竹　仁 ｻﾀｹ ﾋﾄｼ 美深町 ビフカエアフォース 5:41:47
54 743 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:42:55
55 781 高橋 博幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 網走市 5:44:15
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56 707 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
57 788 湯浅 哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町 浜頓別町役場 5:48:05
58 704 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
59 811 鎌田 政信 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 名寄市 5:51:18
60 714 小室 太一 ｺﾑﾛ ﾀｲﾁ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 5:53:08
61 733 吉川 雅志 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 稚内市 5:54:45
62 857 川田　紀世 ｶﾜﾀﾞ ﾉﾘﾖ 名寄市 5:55:36
63 828 若林 徹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 士別市 士別市糸魚小学校 5:57:44
64 860 石神　忠信 ｲｼｶﾞﾐ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 中頓別町 中頓別走友会 5:57:53
65 741 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 浜頓別町 5:58:49
66 734 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
67 859 鈴木　のぼる ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 網走市 網走桂福祉会ヨピト 6:02:27
68 730 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
69 712 坂本 正人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 北広島市 えすお 6:06:11
70 805 小林　正浩 枝幸町 炭火焼大越クラブ 6:08:17
71 706 平田 健一 ﾋﾗﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県 6:17:45
72 765 黄 貞凱 ｺｳ ﾁｲｶｲ 島村 台湾 6:18:31
73 726 近野 孝文 ｺﾝﾉ ﾀｶﾌﾐ 足寄町 足寄 6:19:04
74 868 神山 和義 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 日本生協連 6:19:58
75 778 乗松 克弘 ﾉﾘﾏﾂ ｶﾂﾋﾛ 旭川市 テクノス北海道 6:23:41
76 817 松浦 英雄 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 士別市 楽・ＲＵＮ 6:24:49
77 746 太田　宏紀 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 浜頓別町 6:26:37
78 851 畠澤　憲二 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 別海町 別海町建設業協会 6:27:19
79 825 内沢 俊文 ｳﾁｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 旭川市 稚内開発建設部 6:28:48
80 723 村上 拓馬 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 幌延町 幌延ＲＣ 6:30:05
81 773 比屋根 惣 ﾋﾔﾈ ｵｻﾑ 静岡県 6:30:42
82 718 小西 将史 ｺﾆｼ ﾏｻﾌﾐ 栃木県 6:33:48
83 771 武澤 克彦 ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 北見市 ニャンダラス 6:36:35
84 737 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 浜頓別町 6:38:17
85 702 渋谷　祥 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳ 旭川市 日本政策金融公庫 6:39:51
86 864 井田 孝明 ｲﾀﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 6:43:15
87 872 堀 茂巳 ﾎﾘ ｼｹﾞﾐ 愛知県 大同特殊鋼株式会社 6:44:14
88 866 東山 道之 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾁﾕｷ 東京都 ＭＹＪＣ 6:48:14
89 814 佐藤 勝之 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ 比布町 十勝農改東部 6:49:53
90 856 池田　章三 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 旭川市 6:51:23
91 863 小野寺 富士夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾌｼﾞｵ 宮城県 多賀城亀さん 6:53:14
92 782 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜頓別町 浜頓別町役場 6:53:25
93 769 馬場 三紀夫 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｷｵ 上富良野町 ほっしゃんＲＣ 6:54:50
94 823 富澤 清 ﾄﾐｻﾞﾜ ｷﾖｼ 東京都 東砂ＳＣＲＣ 6:59:29
95 762 白間 信行 ﾊｸﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩見沢市 はくま内科 7:00:43
96 744 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
97 721 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾕｳ 江別市 ＹＥＳＷＥＲＵＮ 7:09:56
98 875 阿部　富夫 ｱﾍﾞ ﾄﾐｵ 浜頓別町 7:14:19
99 759 加藤　準 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 下川町 下川町役場 7:14:34

100 756 阿部　往好 ｱﾍﾞ ﾋｻﾖｼ 札幌市 札幌共立医院 7:18:51
101 779 足立 清人 ｱﾀﾞﾁ ｷﾖﾄ 札幌市 7:23:13
102 802 佐藤　和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 栃木県 栃木県佐野旭タクシー 7:31:57
103 803 葛西　典男 ｶｻｲ ﾉﾘｵ 札幌市 札幌トロイカ病院 7:39:08
104 738 森下　雄基 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｷ 浜頓別町 北海道電力 7:44:49
105 810 藤田 倫 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ 稚内市 ＪＦマリンバンク 7:46:32
106 869 羽貝 敏彦 ﾊｶﾞｲ ﾄｼﾋｺ 江別市 8:02:48
107 855 安田　章 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 8:32:44
108 861 中塚　忠雄 京都府 8:49:49
109 853 塩田　富治 ｼｵﾀ ﾄﾐｼﾞ 旭川市 ＡＲＡ（旭川走ろう会） 8:56:30
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