
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 535 岸 哲夫 ｷｼ ﾃﾂｵ 東京都 鶴岡１００ｋｍ 10:13:40
2 502 高野　強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別市 江別大麻狐狸庵 10:38:37
3 503 阿部　諭 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 札幌市 北海道情報大学 10:40:56
4 528 豊原 元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 11:05:34
5 540 上野 修 ｳｴﾉ ｵｻﾑ 神奈川県 ＩＨＩ横浜 11:12:19
6 559 浅野 徹 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 岐阜県 多治見のＤ５１ 11:29:09
7 514 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 11:35:48
8 539 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 札幌市 赤レンガ走友会 11:37:37
9 527 佐藤 敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 江別市 江別走ろう会 11:41:06

10 508 久保　修 ｸﾎﾞ ｵｻﾑ 留萌市 スキデス留萌 11:47:16
11 504 安藤　宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 江別市 11:47:39
12 533 市村 恭一 ｲﾁﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 東京都 走翔 12:04:34
13 515 工藤　修 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ 旭川市 忠和公園 12:08:44
14 511 大宮　敏正 ｵｵﾐﾔ ﾄｼﾏｻ 神奈川県 開成町あじさいクラブ 12:17:39
15 526 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 チームあさとあゆ 12:19:01
16 518 白川　次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｵ 札幌市 シラカワＦ 12:24:48
17 551 齋藤 正義 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 恵庭市 恵庭走友会 12:25:44
18 529 黒川 昇 ｸﾛｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 北見市 三好メディカル 12:27:47
19 541 真壁 悦夫 ﾏｶﾍﾞ ｴﾂｵ 日高町 日高町富川ランナーズ 12:30:44
20 543 安積 淳司 ｱｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 12:40:42
21 512 毛利　安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム遠軽町 12:43:12
22 534 高橋 均 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 東京都 水戸藩 12:50:22
23 555 西岡　稔 ﾆｼｵｶ ﾐﾉﾙ 北広島市 JRMC 12:55:48
24 505 安藤　信幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 12:56:14
25 501 佐藤　正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 士別市 士別走ラン会 12:58:07
26 531 川端 潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:14:35
27 509 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 13:14:51
28 524 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 札幌市 爆走マイペース 13:15:20
29 546 大西 芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ 音更町 つるのおじさん 13:15:40
30 520 長谷川　高正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 札幌市 ＳＳＣ走友会 13:16:19
31 544 雁原 良範 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 北斗市 13:20:08
32 536 塩沼 良晃 ｼｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 札幌市 しんのすけの父 13:21:42
33 542 藤原 道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 東京都 13:26:31
34 548 宮田 武雄 ﾐﾔ ﾀｹｵ 旭川市 13:27:14
35 553 船瀬 修二 ﾌﾅｾ ｼｭｳｼﾞ 兵庫県 13:27:20
36 519 畠澤　憲二 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 別海町 別海町建設業協会 13:31:59
37 513 上坂　望 ｳｴｻｶ ﾉｿﾞﾑ 旭川市 旭川陸上クラブ 13:48:16
38 537 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ 札幌市 アクロスＪ 13:49:04
39 506 武田　正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 七十七銀行走友会 13:51:59
40 522 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 チームＨＡＧＡ 13:51:59
41 538 斉藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 千葉県 松戸健走会 13:55:21

100km　男子　60歳以上の部
氏　　名


