
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 771 青木 嘉郎 ｱｵｷ ﾖｼﾛｳ 千葉県 3:24:38
2 761 島田 聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内市 稚内青年会議所ＯＢ 3:47:50
3 10 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 作.AC北海道 3:48:17
4 753 大山　幸成 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ 新十津川町 新十津川町役場 4:06:45
5 758 池田　剛 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 枝幸町 4:18:00
6 765 川口 克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:26:25
7 791 Wu　HSISHENG ｳｰ ｼｰｼｫﾝ 海外 5:01:02
8 764 落合 俊博 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾋﾛ 東京都 ＴＧＳ 5:02:12
9 783 千葉 隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 稚内開発建設部 5:20:48

10 789 佐土 明 ｻﾄﾞ ｱｷﾗ 札幌市 5:31:43
11 774 阿部 聡智 ｱﾍﾞ ﾌｻﾄｼ 岩手県 ｉＰＣ 5:32:27
12 755 尾方　憲一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 東神楽町 ホンダカーズ旭川 5:34:14
13 759 島田　一弘 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 ＬＲＳ北海道 5:39:11
14 766 佐藤 紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 千歳市 5:40:18
15 760 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 5:44:12
16 776 湯浅 哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:51:16
17 779 岩瀬 伸也 ｲﾜｾ ｼﾝﾔ 枝幸町 枝幸バドミントン協会 5:51:18
18 767 宮部 清敏 ﾐﾔﾍﾞ ｷﾖﾄｼ 千歳市 サッポロビール 5:51:45
19 772 兵庫 利勇 ﾋｮｳｺﾞ ﾄｼｵ 稚内市 稚内開発建設部 5:52:04
20 769 正木 徳 ﾏｻｷ ｻﾄｼ 札幌市 ルチアーノＲＣ 5:56:16
21 777 秋丸 和巳 ｱｷﾏﾙ ｶｽﾞﾐ 美瑛町 ＢＲＣ 5:56:55
22 763 高橋 博幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 網走市 6:05:13
23 756 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別（役場） 6:18:05
24 788 道下 勝彦 ﾐﾁｼﾀ ｶﾂﾋ 札幌市 アルバトロス 6:21:33
25 784 田中 英治 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 北広島市 6:27:08
26 782 黄 貞凱 ｺｳ ﾁｲｶｲ 海外 台湾 6:28:18
27 757 小原　秀行 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 遠軽町 6:29:39
28 775 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ 東京都 ドエムズ 6:33:46
29 781 藤元 隆憲 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 滝川市 三浦塾 6:34:43
30 790 山﨑 謙司 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞ 稚内市 6:48:51
31 786 金澤 友幹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾐｷ 猿払村 稚内信金 6:55:09
32 754 富原　睦 ﾄﾐﾊﾗ ﾑﾂﾐ 稚内市 宗谷総合振興局農ＲＴ 7:02:19
33 773 杉平 俊浩 ｽｷﾞﾋﾗ ﾄｼﾋﾛ 札幌市 札幌市 7:19:15
34 780 ユノキ ワタル ﾕﾉｷ ﾜﾀﾙ 神奈川県 7:21:35
35 752 阿部　往好 ｱﾍﾞ ﾋｻﾖｼ 札幌市 浜頓別町出身 7:22:19
36 751 本吉　拓也 ﾓﾄﾖｼ ﾀｸﾔ 猿払村 ㈲猿払酪農サービス 7:23:02
37 762 清水 孝行 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 7:27:36
38 778 白間 信行 ﾊｸﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩見沢市 7:36:29
39 787 宮松 淳 ﾐﾔﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 旭川市 松 8:28:24

50km　男子　40歳以上50歳未満の部
氏　　名


