
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 223 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防 7:23:48
2 207 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 チームまめきち 7:53:36
3 234 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 釧路市 釧路マラソンクラブ 7:56:38
4 219 蔵本　康孝 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 大阪府 輝走倶楽部 8:20:59
5 287 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 チーム２００Ｋ 8:54:14
6 278 稲垣 吉正 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 ソニック 9:05:59
7 254 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 旭川市 稚内開発建設部 9:07:17
8 224 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 9:29:30
9 214 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 9:37:41

10 202 橋本　忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 名寄市 名寄市 9:40:58
11 229 松隈 純 ﾏﾂｸﾏ ｼﾞｭﾝ 東京都 豊島区レスリング協会 9:41:49
12 239 岡本 祐一 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 チームおこじょ 9:42:13
13 218 山岸　大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 リユニオンーＸ 9:46:03
14 264 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 道東脳神経外科病院 9:49:46
15 233 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 チーム半蔵門 9:51:39
16 226 大井 雅宏 ｵｵｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 9:53:34
17 282 高森 浩実 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾛﾐ 札幌市 凡人ＲＣ 9:56:28
18 255 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 二戸土木ＡＣ 10:15:06
19 308 内藤　敬信 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 兵庫県 10:17:44
20 267 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 札幌市 10:18:19
21 303 水本　圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市 10:23:36
22 225 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 旭川市 10:24:44
23 285 新美 善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 10:26:43
24 269 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 10:27:42
25 211 柏葉　公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 枝幸町 枝幸ランナーズ 10:33:03
26 283 青木 貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都 10:38:08
27 293 蟻正 直樹 ｱﾘﾏｻ ﾅｵｷ 旭川市 10:42:38
28 253 吉田 光行 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 滝川市 ＪＯＹ 10:44:23
29 238 楠本 和夫 ｸｽﾓﾄ ｶｽﾞｵ 大阪府 阪急電鉄陸上部 10:46:16
30 204 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 10:49:15
31 201 里見　政洋 ｻﾄﾐ ﾏｻﾋﾛ 岡山県 10:56:30
32 277 清水 康澄 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｽﾞﾐ 兵庫県 裏六甲サブスリー会 11:09:36
33 208 石坂　勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 11:14:33
34 246 相澤 征野 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 東京都 11:17:09
35 251 清水 智文 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾌﾐ 恵庭市 ブルームーン 11:23:48
36 288 今井 敦 ｲﾏｲ ｱﾂｼ 静岡県 すずかけセントラル 11:25:56
37 309 鈴木 立紀 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾉﾘ 神奈川県 日医ジョガーズ 11:27:04
38 227 松田 紀豪 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 千葉県 三菱自動車 11:35:51
39 280 吉野 雄三 ﾖｼﾉ ﾕｳｿﾞｳ 稚内市 ぎょれん 11:44:58
40 247 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 千歳市 ＬＲＳ北海道 11:49:17
41 215 佐藤　博実 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 留萌市 滝川市自衛隊 11:53:37
42 244 笹崎 寛 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 六号走ろう会 11:58:24
43 209 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 11:58:33
44 268 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 サンビーチＡＣ 12:01:32
45 300 本間 康広 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 名寄市 毘沙門天 12:08:47
46 296 孔 建豐 ｺｱ ｹﾝﾎﾞｳ その他、海外台湾 12:09:47
47 279 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 ６ｉＰＲ 12:15:36
48 245 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＨＳ 12:15:37
49 260 日向寺 義則 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 我汝会さっぽろ病院 12:16:11
50 263 高橋 秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 恵庭市 榊レーシング 12:18:25
51 259 太井 正人 ﾌﾄｲ ﾏｻﾄ 埼玉県 12:19:25
52 252 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 12:26:21
53 241 磯部 剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 12:28:11
54 274 梅津 裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 恵庭市 12:33:02
55 242 門脇 憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 利尻富士町 利尻富士ＲＣ 12:39:38

100km　男子　40歳以上50歳未満の部
氏　　名



56 216 藤本　好広 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 深川市 深川市納内柔道少年 12:41:02
57 281 櫻田 卓 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ 札幌市 六華ランナーズ倶楽部 12:41:58
58 265 室田 博之 ﾑﾛﾀ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 ＴＲＣ 12:42:08
59 307 丸山　智由 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 東京都 マラソン経済研究所 12:43:25
60 203 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 苫小牧市 12:45:56
61 295 嶋田 宗平 ｼﾏﾀﾞ ﾑﾈﾋﾗ 神奈川県 12:47:32
62 271 高木 勝己 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾐ 苫小牧市 12:54:09
63 230 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 12:55:59
64 272 竹内 剛 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 札幌市 千歳市民病院 13:04:11
65 304 藤永　和成 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 網走市 13:10:47
66 221 黒田　功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 13:11:26
67 231 渡邊 亨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ えりも町 航空自衛隊襟裳 13:22:53
68 275 片岡 勝成 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾅﾘ 栃木県 13:26:40
69 298 石山 英哉 ｲｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔ 釧路市 タカラスタンダード 13:26:55
70 297 乗松 克弘 ﾉﾘﾏﾂ ｶﾂﾋﾛ 旭川市 （株）テクノス北海道 13:27:45
71 258 近藤 幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チームｍｉｓａｔｏ 13:31:57
72 240 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 ＵＥＤ 13:35:30
73 284 山村 満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ 恵庭市 恵庭市 13:38:00
74 232 長澤 淳二 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市 ＡＲＣ 13:38:36
75 261 三浦 寛 ﾐｳﾗ ﾕﾀｶ 札幌市 陸上自衛隊 13:41:13
76 291 小島 大助 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 美瑛町 モノノフＲＣ 13:46:52
77 206 中村　努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 チーム一歩 13:48:35
78 276 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別小学校 13:48:41
79 235 石井 博己 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 宮城県 三菱ビルテクノ 13:50:15
80 222 松尾　一 ﾏﾂｵ ﾊｼﾞﾒ 釧路市 13:51:35
81 266 吉田 正純 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｽﾞﾐ 札幌市 13:51:37
82 257 和田 学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 ヴィッツ 13:52:14
83 250 今泉 幸己 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 千歳市 13:54:14
84 289 難波 名男人 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾄ 名寄市 13:55:11
85 262 原田 幸治 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 室蘭児童相談所 13:57:10


