
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
4 128 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
5 132 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
6 219 蔵本　康孝 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 大阪府 輝走倶楽部 8:20:59
7 124 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
8 400 吉川 浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 8:36:26
9 287 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 チーム２００Ｋ 8:54:14

10 420 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 勝鮨 9:05:39
11 278 稲垣 吉正 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 ソニック 9:05:59
12 254 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
13 403 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
14 102 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 アスラン部 9:12:00
15 359 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 9:25:48
16 143 佐藤 惇 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 秋田県 9:27:35
17 224 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 9:29:30
18 425 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 家は窓から 9:36:40
19 214 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 9:37:41
20 122 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:39:10
21 104 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 チームしなまー 9:40:26
22 202 橋本　忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 名寄市 名寄市 9:40:58
23 229 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
24 239 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
25 407 城丸 均 ｼﾞｮｳﾏﾙ ﾋﾄｼ 札幌市 Ｄｅｅｐｅｒｓ 9:44:38
26 218 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
27 431 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
28 264 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 道東脳神経外科病院 9:49:46
29 374 佐久間 仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 東京都 大同特殊鋼 9:50:28
30 233 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 チーム半蔵門 9:51:39
31 457 大橋 隆一 ｵｵﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 札幌市 ＺＩＰーＲＣ 9:52:56
32 226 大井 雅宏 ｵｵｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 9:53:34
33 379 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 名寄市 ＦＲＵＮ 9:55:28
34 282 高森 浩実 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾛﾐ 札幌市 凡人ＲＣ 9:56:28
35 417 徳岡 亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 千葉県 9:59:04
36 429 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 10:06:41
37 381 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 ＣＨＩＳＡ・ＡＣ 10:12:29
38 535 岸 哲夫 ｷｼ ﾃﾂｵ 東京都 鶴岡１００ｋｍ 10:13:40
39 255 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 二戸土木ＡＣ 10:15:06
40 308 内藤　敬信 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 兵庫県 10:17:44
41 267 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 札幌市 10:18:19
42 427 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
43 360 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 10:22:53
44 303 水本　圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市 10:23:36
45 225 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 旭川市 10:24:44
46 144 稲田 悦朗 ｲﾅﾀﾞ ｴﾂﾛｳ 東京都 走遊会 10:25:47
47 114 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
48 285 新美 善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 10:26:43
49 269 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
50 211 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
51 460 竹田 由則 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 小樽市 10:33:57
52 404 末原 健二 ｽｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 10:35:34
53 153 土橋 祐一 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳｲﾁ 千歳市 10:36:18
54 396 加藤 敦史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 10:36:46
55 142 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 札幌市 ｔｏｓｕｎ 10:37:56
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56 283 青木 貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都 10:38:08
57 145 曽根 宏亮 ｿﾈ ﾋﾛｱｷ 札幌市 Ｔｅａｍ３００ 10:38:37
58 502 高野　強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別市 江別大麻狐狸庵 10:38:37
59 424 那須川 悟 ﾅｽｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 ＵＲＣ 10:39:40
60 503 阿部　諭 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 札幌市 北海道情報大学 10:40:56
61 392 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 石狩市 石狩浜益ＲＣ 10:41:55
62 293 蟻正 直樹 ｱﾘﾏｻ ﾅｵｷ 旭川市 10:42:38
63 438 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 10:43:43
64 253 吉田 光行 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 滝川市 ＪＯＹ 10:44:23
65 238 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
66 204 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 10:49:15
67 422 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 10:49:41
68 357 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
69 467 福岡 新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 埼玉県 二枚目走友会 10:54:30
70 364 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
71 201 里見　政洋 ｻﾄﾐ ﾏｻﾋﾛ 岡山県 10:56:30
72 456 宮地 周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 10:57:47
73 110 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋｺ 札幌市 チーム２５６ 10:58:39
74 146 熊 俊 ﾕｳ ｼｭﾝ 札幌市 北大環境科学院 11:05:03
75 528 豊原 元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 北見市 ねっとらん札幌 11:05:34
76 277 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
77 540 上野 修 ｳｴﾉ ｵｻﾑ 神奈川県 ＩＨＩ横浜 11:12:19
78 208 石坂　勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 11:14:33
79 365 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 11:16:36
80 246 相澤 征野 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 東京都 11:17:09
81 162 坂森　誠 ｻｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 札幌市 11:19:00
82 134 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 11:19:53
83 385 垂水 祐二 ﾀﾙﾐ ﾕｳｼﾞ 札幌市 11:22:44
84 251 清水 智文 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾌﾐ 恵庭市 ブルームーン 11:23:48
85 288 今井 敦 ｲﾏｲ ｱﾂｼ 静岡県 すずかけセントラル 11:25:56
86 141 今井 宏典 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 大同特殊鋼 11:25:59
87 309 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
88 361 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
89 416 谷 聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 11:27:51
90 455 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 11:28:45
91 135 山部 佑太 ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼玉県 11:28:54
92 559 浅野 徹 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 岐阜県 多治見のＤ５１ 11:29:09
93 514 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 11:35:48
94 227 松田 紀豪 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 千葉県 三菱自動車 11:35:51
95 126 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 11:37:03
96 539 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 札幌市 赤レンガ走友会 11:37:37
97 398 向井 洋 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 中標津町 11:38:25
98 358 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 11:38:37
99 527 佐藤 敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 江別市 江別走ろう会 11:41:06

100 280 吉野 雄三 ﾖｼﾉ ﾕｳｿﾞｳ 稚内市 ぎょれん 11:44:58
101 167 長谷部 壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 11:46:12
102 401 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
103 508 久保　修 ｸﾎﾞ ｵｻﾑ 留萌市 スキデス留萌 11:47:16
104 504 安藤　宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 江別市 11:47:39
105 354 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 11:49:07
106 247 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 千歳市 ＬＲＳ北海道 11:49:17
107 215 佐藤　博実 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 留萌市 滝川市自衛隊 11:53:37
108 244 笹崎 寛 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 六号走ろう会 11:58:24
109 209 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 11:58:33
110 397 小川 隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 愛知県 11:59:14
111 268 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 サンビーチＡＣ 12:01:32
112 161 菊地 隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 旭川市 12:02:11
113 466 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 苫小牧気分走会 12:03:22



114 533 市村 恭一 ｲﾁﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 東京都 走翔 12:04:34
115 138 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 札幌市 12:06:01
116 515 工藤　修 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ 旭川市 忠和公園 12:08:44
117 300 本間 康広 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 名寄市 毘沙門天 12:08:47
118 296 孔 建豐 ｺｱ ｹﾝﾎﾞｳ 海外 台湾 12:09:47
119 380 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
120 413 小森宮 康之 ｺﾓﾘﾐﾔ ﾔｽﾕｷ 東京都 ＣＯＭＯＫＩＮ 12:11:45
121 279 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 ６ｉＰＲ 12:15:36
122 245 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＨＳ 12:15:37
123 260 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
124 119 金村 哲也 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ 石川県 カナちゃんピン 12:17:22
125 511 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
126 363 安藤　雄市郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 上富良野町 12:18:04
127 263 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
128 526 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
129 452 駒井 雅康 ｺﾏｲ ﾏｻﾔｽ 札幌市 稲穂ランナーズ 12:19:13
130 259 太井 正人 ﾌﾄｲ ﾏｻﾄ 埼玉県 12:19:25
131 152 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 12:21:07
132 518 白川　次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｵ 札幌市 シラカワＦ 12:24:48
133 386 岡本 一郎 ｵｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 12:24:58
134 426 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 恵庭市 恵庭走友会 12:25:44
135 551 齋藤 正義 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 恵庭市 恵庭走友会 12:25:44
136 252 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 12:26:21
137 529 黒川 昇 ｸﾛｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 北見市 三好メディカル 12:27:47
138 241 磯部 剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 12:28:11
139 423 水本 敦也 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 千葉県 12:29:26
140 541 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
141 436 小出 勉 ｺｲﾃﾞ ﾂﾄﾑ 石狩市 Ｔ－ＲＯＢＥＣ 12:31:06
142 373 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 まぐちゃんズ 12:32:35
143 274 梅津 裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 恵庭市 12:33:02
144 367 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 帯広市役所 12:34:27
145 151 畑 雅也 ﾊﾀ ﾏｻﾔ 旭川市 ２Ｅー１ 12:35:45
146 433 金 章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県 12:37:47
147 389 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
148 105 木村　雄也 ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 浜頓別町 拓進ファーム 12:38:55
149 160 星埜 正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 12:39:17
150 117 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
151 242 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
152 127 尾形 直樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 広尾町 上風連ＡＣ 12:39:42
153 154 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 12:40:34
154 543 安積 淳司 ｱｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 12:40:42
155 216 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
156 133 佐々木 裕樹 ｻｻｷ ﾕｳｷ 恵庭市 12:41:21
157 281 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
158 265 室田 博之 ﾑﾛﾀ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 ＴＲＣ 12:42:08
159 408 大澤 累嘉 ｵｵｻﾜ ﾙｶ 函館市 チームいかそー麺 12:43:10
160 512 毛利　安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム遠軽町 12:43:12
161 368 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
162 307 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
163 103 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
164 116 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
165 203 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 苫小牧市 12:45:56
166 295 嶋田 宗平 ｼﾏﾀﾞ ﾑﾈﾋﾗ 神奈川県 12:47:32
167 107 坂本　正人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 北広島市 さかお 12:49:00
168 534 高橋 均 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 東京都 水戸藩 12:50:22
169 440 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 12:53:04
170 123 旗手 健太 ﾊﾀﾃ ｹﾝﾀ 滝川市 ＪＯＹ 12:54:07
171 271 高木 勝己 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾐ 苫小牧市 12:54:09



172 394 広野 琢己 ﾋﾛﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 12:54:54
173 555 西岡　稔 ﾆｼｵｶ ﾐﾉﾙ 北広島市 JRMC 12:55:48
174 402 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 12:55:58
175 230 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 12:55:59
176 505 安藤　信幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 12:56:14
177 120 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 12:57:37
178 501 佐藤　正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 士別市 士別走ラン会 12:58:07
179 115 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 ＳＯＣ 13:01:21
180 136 今井 健 ｲﾏｲ ｹﾝ 埼玉県 埼玉県熊谷市 13:02:01
181 430 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別の元ラガー 13:02:22
182 395 赤池 章一 ｱｶｲｹ ｼｮｳｲﾁ 網走市 網走水試 13:02:59
183 272 竹内 剛 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 札幌市 千歳市民病院 13:04:11
184 304 藤永　和成 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 網走市 13:10:47
185 435 三木 満 ﾐｷ ﾐﾂﾙ 札幌市 開発健康クラブ 13:10:58
186 221 黒田　功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 13:11:26
187 371 松田　義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:13:54
188 150 永澤 央彬 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 旭川市 ２Ｅー１ 13:13:54
189 531 川端 潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣ 13:14:35
190 509 広川　明男 ﾋﾛｶﾜ ｱｷｵ 札幌市 札幌市役所 13:14:51
191 524 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
192 546 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
193 459 加藤 民幸 ｶﾄｳ ﾀﾐﾕｷ 東京都 ＡＶＲＣ小金井 13:16:15
194 520 長谷川　高正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 札幌市 ＳＳＣ走友会 13:16:19
195 387 田辺 彰 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 茨城県 13:17:25
196 544 雁原 良範 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 北斗市 13:20:08
197 536 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
198 101 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
199 432 伊藤 篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 13:22:33
200 231 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
201 375 大沢 利美 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾐ 札幌市 ＲＵＮ－札幌 13:23:06
202 109 城山　宏一 ｼﾛﾔﾏ ｺｳｲﾁ 猿払村 13:23:46
203 362 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
204 351 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
205 112 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
206 353 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 13:26:15
207 542 藤原 道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 東京都 13:26:31
208 275 片岡 勝成 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾅﾘ 栃木県 13:26:40
209 415 竹内 正治 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼﾞ 東京都 13:26:51
210 298 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
211 548 宮田 武雄 ﾐﾔ ﾀｹｵ 旭川市 13:27:14
212 553 船瀬 修二 ﾌﾅｾ ｼｭｳｼﾞ 兵庫県 13:27:20
213 428 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 13:27:35
214 297 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
215 390 能登 正樹 ﾉﾄ ﾏｻｷ 稚内市 宗谷地区水産指導所 13:28:35
216 163 成瀬　弘樹 ﾅﾙｾ ﾋﾛｷ 浜頓別町 13:31:49
217 258 近藤 幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チームｍｉｓａｔｏ 13:31:57
218 519 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
219 446 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
220 441 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
221 465 山下 博人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 栃木県 メトロ宇都宮 13:34:49
222 240 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 ＵＥＤ 13:35:30
223 445 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 13:36:11
224 158 吉田 貴文 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 13:36:17
225 418 竹内 雅幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 旭川市 はこぶねＲＣ 13:36:45
226 284 山村 満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ 恵庭市 恵庭市 13:38:00
227 382 関 忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 13:38:20
228 232 長澤 淳二 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市 ＡＲＣ 13:38:36
229 384 村田 弘文 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 高知県 13:38:57



230 366 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
231 369 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
232 137 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 広島県 13:40:38
233 261 三浦 寛 ﾐｳﾗ ﾕﾀｶ 札幌市 陸上自衛隊 13:41:13
234 291 小島 大助 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 美瑛町 モノノフＲＣ 13:46:52
235 121 森 崇裕 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 13:47:35
236 464 澤田 裕昭 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 13:47:53
237 513 上坂　望 ｳｴｻｶ ﾉｿﾞﾑ 旭川市 旭川陸上クラブ 13:48:16
238 206 中村　努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 チーム一歩 13:48:35
239 276 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別小学校 13:48:41
240 537 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ 札幌市 アクロスＪ 13:49:04
241 235 石井 博己 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 宮城県 三菱ビルテクノ 13:50:15
242 461 鈴木 稔 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 大阪府 13:50:25
243 356 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 13:51:13
244 222 松尾　一 ﾏﾂｵ ﾊｼﾞﾒ 釧路市 13:51:35
245 156 村上 拓馬 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 幌延町 幌延ＲＣ 13:51:36
246 266 吉田 正純 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｽﾞﾐ 札幌市 13:51:37
247 506 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
248 522 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 チームＨＡＧＡ 13:51:59
249 257 和田 学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 ヴィッツ 13:52:14
250 458 中本 雷二 ﾅｶﾓﾄ ﾗｲｼﾞ 音更町 13:52:35
251 463 村松 正巳 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ 名寄市 13:52:43
252 442 四倉 雪彦 ｼｸﾗ ﾕｷﾋｺ 神奈川県 歴程 13:53:32
253 370 尾内　宏至 ｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 13:53:41
254 250 今泉 幸己 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 千歳市 13:54:14
255 289 難波 名男人 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾄ 名寄市 13:55:11
256 538 斉藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 千葉県 松戸健走会 13:55:21
257 355 小泉　弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 13:56:03
258 443 飯田 雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ＳＵＩＧＯ 13:56:17
259 262 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
260 437 野口 洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸町 枝幸町 13:58:24


