
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 128 曽我部 拓磨 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 大阪府 ガベちゃんラン 7:57:30
2 132 高橋 佑昌 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 苫小牧市 ノーストランス 8:07:09
3 124 大河原 斉揚 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾘｱｷ 東京都 カにクリーム丼 8:28:03
4 102 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 アスラン部 9:12:00
5 143 佐藤 惇 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 秋田県 9:27:35
6 122 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:39:10
7 104 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 チームしなまー 9:40:26
8 144 稲田 悦朗 ｲﾅﾀﾞ ｴﾂﾛｳ 東京都 走遊会 10:25:47
9 114 川眞田 潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 新十津川町 大雪を囲む会 10:26:30

10 153 土橋 祐一 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳｲﾁ 千歳市 10:36:18
11 142 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 札幌市 ｔｏｓｕｎ 10:37:56
12 145 曽根 宏亮 ｿﾈ ﾋﾛｱｷ 札幌市 Ｔｅａｍ３００ 10:38:37
13 110 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋｺ 札幌市 チーム２５６ 10:58:39
14 146 熊 俊 ﾕｳ ｼｭﾝ 札幌市 北大環境科学院 11:05:03
15 162 坂森　誠 ｻｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 札幌市 11:19:00
16 134 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 11:19:53
17 141 今井 宏典 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 大同特殊鋼 11:25:59
18 135 山部 佑太 ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼玉県 11:28:54
19 126 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 11:37:03
20 167 長谷部 壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 11:46:12
21 161 菊地 隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 旭川市 12:02:11
22 138 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 札幌市 12:06:01
23 119 金村 哲也 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ 石川県 カナちゃんピン 12:17:22
24 152 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 12:21:07
25 151 畑 雅也 ﾊﾀ ﾏｻﾔ 旭川市 ２Ｅー１ 12:35:45
26 105 木村　雄也 ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 浜頓別町 拓進ファーム 12:38:55
27 160 星埜 正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 12:39:17
28 117 大場 信栄 ｵｵﾊﾞ ﾉﾌﾞｻｶ 鷹栖町 鷹栖のブルースリー 12:39:31
29 127 尾形 直樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 広尾町 上風連ＡＣ 12:39:42
30 154 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 12:40:34
31 133 佐々木 裕樹 ｻｻｷ ﾕｳｷ 恵庭市 12:41:21
32 103 小野寺　勇人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 旭川市 旭川医大陸上競技部 12:43:33
33 116 松澤 和之 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 名寄自衛隊 12:44:19
34 107 坂本　正人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 北広島市 さかお 12:49:00
35 123 旗手 健太 ﾊﾀﾃ ｹﾝﾀ 滝川市 ＪＯＹ 12:54:07
36 120 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 12:57:37
37 115 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 ＳＯＣ 13:01:21
38 136 今井 健 ｲﾏｲ ｹﾝ 埼玉県 埼玉県熊谷市 13:02:01
39 150 永澤 央彬 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 旭川市 ２Ｅー１ 13:13:54
40 101 宮本　実 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾙ 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 13:22:06
41 109 城山　宏一 ｼﾛﾔﾏ ｺｳｲﾁ 猿払村 13:23:46
42 112 上米良 英伸 ｶﾝﾒﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 埼玉県 チームＡＯＫＩ 13:24:56
43 163 成瀬　弘樹 ﾅﾙｾ ﾋﾛｷ 浜頓別町 13:31:49
44 158 吉田 貴文 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 13:36:17
45 137 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 広島県 13:40:38
46 121 森 崇裕 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 13:47:35
47 156 村上 拓馬 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 幌延町 幌延ＲＣ 13:51:36

100km　男子　40歳未満の部
氏　　名


