
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 14 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防 7:30:50
2 206 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 まめきちＲＣ 8:44:35
3 280 杉下 博一 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 チームへべれけ 9:10:49
4 305 安田 尚紀 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 プラザ札幌 9:21:40
5 223 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 釧路市 釧路マラソンクラブ 9:23:01
6 25 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 稚内市 稚内開発建設部 9:23:52
7 255 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 まこみな＃２４ 9:46:33
8 249 土田 燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 9:50:32
9 304 藤原 彰人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾄ 鳥取県 9:52:28

10 279 太田 聖二 ｵｵﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 鎌倉１９６８ 9:53:01
11 270 稲垣 吉正 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 ソニック 9:56:40
12 271 鬼頭 日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 9:57:57
13 277 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 チーム２００Ｋ 9:58:47
14 17 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:01:42
15 15 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 10:17:44
16 228 井川 明 ｲｶﾞﾜ ｱｷﾗ 旭川市 ＩＤＳ　千歳 10:33:07
17 303 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 10:47:26
18 217 八木 陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 10:48:45
19 13 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 10:53:18
20 254 田辺 茂樹 ﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｷ 愛知県 10:55:22
21 208 福島　保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 埼玉県 MAGIC 11:10:21
22 246 荒尾 雅文 ｱﾗｵ ﾏｻﾌﾐ 東京都 11:21:42
23 224 小林 正幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 山梨県 11:24:56
24 289 渡辺 貴元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県 11:31:49
25 30 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 11:38:45
26 212 蟻正　直樹 ｱﾘﾏｻ ﾅｵｷ 旭川市 11:41:21
27 2 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 チームしなまー 11:41:29
28 240 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 11:47:26
29 290 柏葉 公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 北見市 11:55:17
30 216 大島 一展 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 名寄市 ＴＲＣ稚内ＮＳＫＲＣ 12:02:54
31 231 磯部 剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 12:14:14
32 209 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 12:17:12
33 298 星埜 正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 北の流??’Ｓ 12:22:50
34 274 福永 和幸 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 12:23:34
35 238 根来 直城 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵｷ 和歌山県 12:26:44
36 292 松本 晋一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 名寄市 12:28:12
37 257 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 岩内町 12:35:45
38 207 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 12:35:51
39 4 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 苫小牧市 12:39:52
40 299 斉藤 保雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 札幌市 ＪＨＢ 12:42:04
41 203 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 12:42:13
42 247 山角 雄一 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 美唄市 美唄東高 12:44:54
43 266 菅本 潔 ｽｶﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 東京都 軍団ひとり 12:45:59
44 205 粟野　剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 東京都 千代田走友会 12:50:37
45 278 三宅 美則 ﾐﾔｹ ﾖｼﾉﾘ 大阪府 12:51:39
46 295 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 12:52:07
47 241 藤田 一巳 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 苫小牧市 王子製紙 12:56:11
48 282 渡邊 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 小樽市 チームワタナベ 12:58:02
49 314 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 チーム256 12:59:03
50 306 石井 篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 岩見沢市 13:06:03
51 269 金 斗ソプ ｷﾝ ﾄｿﾌﾟ 札幌市 13:08:46
52 265 藤本 太一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京都 リスクモンスター 13:13:05
53 307 田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 京都府 13:14:58
54 302 中村 暢希 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｷ 札幌市 ＪＨＢ 13:16:04
55 261 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 第７飛行隊 13:18:15

100km　男子　40歳以上50歳未満の部
氏　　名



56 32 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 北見市 札幌ピーシーオー 13:19:18
57 272 石坂 勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 13:19:49
58 273 濱下 尚志 ﾊﾏｼﾀ ﾋｻｼ 札幌市 13:21:51
59 202 黒田　功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 東京医大うろ 13:29:06
60 225 鎌田 雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 札幌市 鈍亀ランナーズ 13:29:49
61 219 松本 裕二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 網走市 13:32:33
62 222 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 Ｔｅａｍ半蔵門 13:32:59
63 294 津田 和司 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｼ 神奈川県 ＢＥＡＣＨ葉山 13:34:00
64 262 梅津 裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 新ひだか町 13:36:00
65 263 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 札幌市 13:41:05
66 229 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 ＵＥＤ 13:48:27
67 311 加藤　正幹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 13:48:45
68 284 清水 晃雄 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 滋賀県 13:49:45
69 293 野本 竜哉 ﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 栃木県 13:51:07
70 308 池田　茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 ＴＥＡＭピカ 13:52:28
71 232 門脇 憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 利尻富士町 鬼脇の鬼 13:53:45
72 22 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＨＳ 13:54:40
73 245 浜中 隆志 ﾊﾏﾅｶ ﾀｶｼ 網走市 13:55:53


