
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 712 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 旭川市 作．ＡＣ旭川 3:22:26
2 771 青木 嘉郎 ｱｵｷ ﾖｼﾛｳ 千葉県 3:24:38
3 717 伊藤 太樹 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 愛知県 山手 3:30:24
4 718 上坂 拓己 ｳｴｻｶ ﾀｸﾐ 鷹栖町 ＡＲＡＹＺ 3:37:03
5 761 島田 聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内市 稚内青年会議所ＯＢ 3:47:50
6 10 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 作.AC北海道 3:48:17
7 713 久保 貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:03:31
8 709 飯島 康生 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｵ 札幌市 道マラソンク 4:04:24
9 706 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 幌延ランニングクラブ 4:05:27

10 753 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
11 723 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 雄武町 稚内信用金庫 4:15:53
12 714 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市役所 4:16:16
13 758 池田　剛 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 枝幸町 4:18:00
14 765 川口 克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:26:25
15 814 原 智晴 ﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 美幌町 ＬＲＳ北海道 4:27:17
16 721 原 翔平 ﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 札幌市 ダイヤコンサルタント 4:33:40
17 827 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 枝幸町 稚内信金 4:39:35
18 855 村田　正則 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 江別市 4:43:24
19 806 槙島　龍平 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 愛知県 ＡＣ子龍 4:48:01
20 870 佐藤 栄治 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:49:08
21 869 堀 茂巳 ﾎﾘ ｼｹﾞﾐ 群馬県 大同特殊鋼渋川 4:53:50
22 816 坂野 伸治 ｻｶﾉ ｼﾝｼﾞ 札幌市 宗谷総合振興局稚内 4:54:50
23 731 桑田 貴則 ｸﾜﾀ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 アルバトロス 4:58:15
24 701 杉之原　顕一 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 遠別町 橋本牧場 4:59:15
25 791 Wu　HSISHENG ｳｰ ｼｰｼｫﾝ 海外 5:01:02
26 764 落合 俊博 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾋﾛ 東京都 ＴＧＳ 5:02:12
27 831 Nick　Chu Nick Chu 海外 5:03:48
28 733 三住 誠 ﾐｽﾐ ﾏｺﾄ 美深町 5:04:58
29 830 春山　昭彦 ﾊﾙﾔﾏ ｱｷﾋｺ 東京都 5:06:57
30 820 山路 博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 5:08:11
31 725 対馬 英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾞﾃﾞﾀｶ 札幌市 5:08:55
32 738 陳　協恩 ﾁｪﾝ ｼｪｴﾝ 海外 台灣台北市天母國小 5:09:47
33 852 大槻　知寛 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 赤レンガ走友会 5:10:46
34 813 飯田 郷一 ｲｲﾀﾞ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 岡田設計　札幌 5:18:46
35 783 千葉 隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 稚内開発建設部 5:20:48
36 823 佐竹 仁 ｻﾀｹ ﾋﾄｼ 美深町 美深町 5:24:54
37 708 井上　貴仁 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾄ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:25:29
38 822 藤原 博幸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 すずけん 5:28:14
39 817 小川 正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 札幌市 日本政策金融公庫 5:29:11
40 726 遠田 広美 ｴﾝﾀ ﾋﾛﾐ 札幌市 アルバトロス 5:31:43
41 789 佐土 明 ｻﾄﾞ ｱｷﾗ 札幌市 5:31:43
42 732 遊佐 巧 ﾕｻ ﾀｸﾐ 札幌市 アルバトロス 5:31:43
43 729 木内 博之 ｷﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 アルバトロス 5:31:43
44 774 阿部 聡智 ｱﾍﾞ ﾌｻﾄｼ 岩手県 ｉＰＣ 5:32:27
45 755 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
46 815 安達 健生 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｵ 室蘭市 室蘭あだち内科 5:38:32
47 864 南部 修 ﾅﾝﾌﾞ ｵｻﾑ 宮城県 塩釜 5:38:45
48 759 島田　一弘 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 ＬＲＳ北海道 5:39:11
49 766 佐藤 紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 千歳市 5:40:18
50 760 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 5:44:12
51 776 湯浅 哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 5:51:16
52 779 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
53 711 鎌田 雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 札幌市 5:51:19
54 728 高橋 知生 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 札幌市 アルバトロス 5:51:39
55 727 草野 秀人 ｸｻﾉ ﾋﾃﾞﾄ 札幌市 アルバトロス 5:51:40
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56 767 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
57 772 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
58 861 川田　紀世 ｶﾜﾀﾞ ﾉﾘﾖ 名寄市 5:53:12
59 862 石神　忠信 ｲｼｶﾞﾐ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 中頓別町 中頓別走友会 5:56:07
60 769 正木 徳 ﾏｻｷ ｻﾄｼ 札幌市 ルチアーノＲＣ 5:56:16
61 777 秋丸 和巳 ｱｷﾏﾙ ｶｽﾞﾐ 美瑛町 ＢＲＣ 5:56:55
62 811 山崎 一弘 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 5:57:40
63 860 立花　大聖 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾞｲｾｲ 千葉県 5:58:02
64 824 玉川 法之 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 札幌市 5:58:25
65 763 高橋 博幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 網走市 6:05:13
66 867 芳山 順二 ﾖｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 6:09:50
67 735 那須 諒平 ﾅｽ ﾘｮｳﾍｲ 旭川市 松 6:16:42
68 756 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
69 821 坪井 俊哉 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼﾔ 埼玉県 上尾原市ＲＣ 6:19:43
70 857 西口　義博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 6:20:11
71 871 奥村 光弘 ｵｸﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 6:20:28
72 788 道下 勝彦 ﾐﾁｼﾀ ｶﾂﾋ 札幌市 アルバトロス 6:21:33
73 865 川口 昭信 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 神奈川県 6:23:37
74 784 田中 英治 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 北広島市 6:27:08
75 782 黄 貞凱 ｺｳ ﾁｲｶｲ 海外 台湾 6:28:18
76 705 千葉　和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 猿払村 浅茅野郵便局 6:29:23
77 757 小原　秀行 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 遠軽町 6:29:39
78 716 齋藤 彰太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 旭川市 旭川 6:31:57
79 775 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ 東京都 ドエムズ 6:33:46
80 781 藤元 隆憲 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 滝川市 三浦塾 6:34:43
81 805 小林　正浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 枝幸町 炭火焼大越ＲＣ 6:35:39
82 863 大島 健一 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 鷹栖町 鷹栖町 6:35:56
83 707 青海　玲 ｱｵﾐ ｱｷﾗ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 6:36:12
84 819 村野 慎一 ﾑﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 名寄市 6:37:32
85 872 宮崎 秀 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳ 東京都 6:39:12
86 866 東山 道之 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾐﾁﾕｷ 東京都 ＭＹＪＣ 6:39:16
87 704 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 浜頓別町 6:39:59
88 720 宮野 竜也 ﾐﾔﾉ ﾀﾂﾔ 宮城県 6:45:16
89 736 大西 智暁 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｱｷ 稚内市 6:46:56
90 808 大野 明彦 ｵｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 埼玉県 6:48:02
91 790 山﨑 謙司 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞ 稚内市 6:48:51
92 803 吉田　唯憲 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾉﾘ 旭川市 旭川市 6:50:51
93 703 道塚　瞬 ﾐﾁﾂﾞｶ ｼｭﾝ 旭川市 6:51:06
94 737 渡邊 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 旭川市 日本公庫 6:54:20
95 786 金澤 友幹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾐｷ 猿払村 稚内信金 6:55:09
96 810 西田 雄二 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 ＴＥＡＭＳ 6:57:36
97 754 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
98 877 井田　孝明 ｲﾀﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 7:05:00
99 741 Cheng-Yu Lin ﾘﾝ ﾁｪﾝ ﾕｰ 海外 7:09:47

100 878 中瀬　武 ﾅｶｾ ﾀｹｼ 旭川市 クルツシュヴング 7:11:09
101 773 杉平 俊浩 ｽｷﾞﾋﾗ ﾄｼﾋﾛ 札幌市 札幌市 7:19:15
102 780 ユノキ ワタル ﾕﾉｷ ﾜﾀﾙ 神奈川県 7:21:35
103 752 阿部　往好 ｱﾍﾞ ﾋｻﾖｼ 札幌市 浜頓別町出身 7:22:19
104 751 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
105 762 清水 孝行 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 7:27:36
106 875 菊池 建一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ 網走市 サン技術コンサル 7:31:06
107 778 白間 信行 ﾊｸﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩見沢市 7:36:29
108 807 桜庭　正昭 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｻｱｷ 浜頓別町 7:43:58
109 804 中島　真一 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 稚内市 7:57:24
110 854 戸谷　三郎 ﾄﾔ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都 8:00:01
111 801 佐藤　和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 栃木県 栃木県旭タクシー 8:04:52
112 851 阿部　富夫 ｱﾍﾞ ﾄﾐｵ 浜頓別町 8:05:21
113 702 道塚　翔 ﾐﾁﾂﾞｶ ｼｮｳ 旭川市 8:12:47



114 740 大場　聖矢 ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ 枝幸町 8:16:03
115 876 工藤 信 ｸﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 8:26:07
116 787 宮松 淳 ﾐﾔﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 旭川市 松 8:28:24
117 856 上西　芳信 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜頓別町 8:29:53
118 739 中野　宏俊 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄｼ 紋別市 8:31:44
119 858 安田　章 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 8:32:11


