
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 400 吉川 浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 8:36:26
2 420 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 勝鮨 9:05:39
3 403 松平 洋一 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 深谷陸上クラブ 9:09:38
4 359 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 9:25:48
5 425 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 家は窓から 9:36:40
6 407 城丸 均 ｼﾞｮｳﾏﾙ ﾋﾄｼ 札幌市 Ｄｅｅｐｅｒｓ 9:44:38
7 431 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 チームねねすけ 9:47:16
8 374 佐久間 仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 東京都 大同特殊鋼 9:50:28
9 457 大橋 隆一 ｵｵﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 札幌市 ＺＩＰーＲＣ 9:52:56

10 379 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 名寄市 ＦＲＵＮ 9:55:28
11 417 徳岡 亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 千葉県 9:59:04
12 429 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 10:06:41
13 381 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 ＣＨＩＳＡ・ＡＣ 10:12:29
14 427 安村 重幸 ﾔｽﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 名寄市 帯広トライアスロン 10:20:37
15 360 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 10:22:53
16 460 竹田 由則 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 小樽市 10:33:57
17 404 末原 健二 ｽｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 10:35:34
18 396 加藤 敦史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 10:36:46
19 424 那須川 悟 ﾅｽｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 ＵＲＣ 10:39:40
20 392 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 石狩市 石狩浜益ＲＣ 10:41:55
21 438 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 10:43:43
22 422 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 10:49:41
23 357 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 広島県 三原アスリートクラブ 10:50:57
24 467 福岡 新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 埼玉県 二枚目走友会 10:54:30
25 364 寺田　義明 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 上富良野町 上富良野町立病院 10:55:36
26 456 宮地 周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 10:57:47
27 365 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 11:16:36
28 385 垂水 祐二 ﾀﾙﾐ ﾕｳｼﾞ 札幌市 11:22:44
29 361 坪坂　一明 ﾂﾎﾞｻｶ ｶｽﾞｱｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 11:27:32
30 416 谷 聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 11:27:51
31 455 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 11:28:45
32 398 向井 洋 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 中標津町 11:38:25
33 358 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 11:38:37
34 401 渡辺 光司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 登別市 岡レスキュー 11:47:07
35 354 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 11:49:07
36 397 小川 隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 愛知県 11:59:14
37 466 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 苫小牧気分走会 12:03:22
38 380 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 12:10:08
39 413 小森宮 康之 ｺﾓﾘﾐﾔ ﾔｽﾕｷ 東京都 ＣＯＭＯＫＩＮ 12:11:45
40 363 安藤　雄市郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 上富良野町 12:18:04
41 452 駒井 雅康 ｺﾏｲ ﾏｻﾔｽ 札幌市 稲穂ランナーズ 12:19:13
42 386 岡本 一郎 ｵｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 12:24:58
43 426 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 恵庭走友会 12:25:44
44 423 水本 敦也 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 千葉県 12:29:26
45 436 小出 勉 ｺｲﾃﾞ ﾂﾄﾑ 石狩市 Ｔ－ＲＯＢＥＣ 12:31:06
46 373 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 まぐちゃんズ 12:32:35
47 367 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 帯広市役所 12:34:27
48 433 金 章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県 12:37:47
49 389 佐山 淳一 ｻﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 ウルトラの星 12:38:40
50 408 大澤 累嘉 ｵｵｻﾜ ﾙｶ 函館市 チームいかそー麺 12:43:10
51 368 大島　義夫 ｵｵｼﾏ ﾖｼｵ 栃木県 葛生アスリートクラブ 12:43:18
52 440 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 12:53:04
53 394 広野 琢己 ﾋﾛﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 12:54:54
54 402 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 12:55:58
55 430 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別の元ラガー 13:02:22

100km　男子　50歳以上60歳未満の部
氏　　名



56 395 赤池 章一 ｱｶｲｹ ｼｮｳｲﾁ 網走市 網走水試 13:02:59
57 435 三木 満 ﾐｷ ﾐﾂﾙ 札幌市 開発健康クラブ 13:10:58
58 371 松田　義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:13:54
59 459 加藤 民幸 ｶﾄｳ ﾀﾐﾕｷ 東京都 ＡＶＲＣ小金井 13:16:15
60 387 田辺 彰 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 茨城県 13:17:25
61 432 伊藤 篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 13:22:33
62 375 大沢 利美 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾐ 札幌市 ＲＵＮ－札幌 13:23:06
63 362 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 札幌市 札幌時計台走友会 13:23:56
64 351 岡留　和孝 ｵｶﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ 大阪府 フル百回楽走会 13:24:28
65 353 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 13:26:15
66 415 竹内 正治 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼﾞ 東京都 13:26:51
67 428 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 13:27:35
68 390 能登 正樹 ﾉﾄ ﾏｻｷ 稚内市 宗谷地区水産指導所 13:28:35
69 446 上出 秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 北海道教育庁 13:32:49
70 441 溝口 裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 東京都総務局 13:33:57
71 465 山下 博人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 栃木県 メトロ宇都宮 13:34:49
72 445 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 13:36:11
73 418 竹内 雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 13:36:45
74 382 関 忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 13:38:20
75 384 村田 弘文 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高知県 13:38:57
76 366 山内　健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川風工房陸上部 13:39:25
77 369 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 函館市 チームプッチョ 13:40:06
78 464 澤田 裕昭 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 13:47:53
79 461 鈴木 稔 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 大阪府 13:50:25
80 356 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 13:51:13
81 458 中本 雷二 ﾅｶﾓﾄ ﾗｲｼﾞ 音更町 13:52:35
82 463 村松 正巳 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ 名寄市 13:52:43
83 442 四倉 雪彦 ｼｸﾗ ﾕｷﾋｺ 神奈川県 歴程 13:53:32
84 370 尾内　宏至 ｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 13:53:41
85 355 小泉　弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 13:56:03
86 443 飯田 雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ＳＵＩＧＯ 13:56:17
87 437 野口 洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 枝幸町 13:58:24


