
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 125 大河原 斉揚 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾘｱｷ 東京都 カにクリーム丼 7:54:20
2 103 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 アスラン部 8:47:59
3 123 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:16:03
4 138 陶山 和彦 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 9:26:26
5 161 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 大反省会 9:54:49
6 129 清田 広輝 ｾｲﾀ ｺｳｷ 神奈川県 9:59:36
7 134 原 貴洋 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 ＮＡＭＥＤ 10:26:56
8 116 川眞田 潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 新十津川町 大雪を囲む会 10:41:49
9 106 森田　洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 名寄市 ウルフランナーズ 10:50:55

10 141 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 神奈川県 10:53:30
11 157 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 11:15:10
12 107 毛利　恭介 ﾓｳﾘ ｷｮｳｽｹ 名寄市 ウルフランナーズ 11:27:50
13 178 馮　暁暉 FENG XIAOHUI 海外 11:35:22
14 126 岡本 泰輔 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 神奈川県 11:57:59
15 171 中村 進也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 旭川市 Ｂ・Ｓ・ＲＵＮ 11:59:41
16 136 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 12:05:07
17 145 佐藤 朗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 新潟県 12:17:44
18 146 新居 悠輝 ﾆｲ ﾕｳｷ 埼玉県 12:21:32
19 153 橋本 亮 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 旭川市 旭川医科大学 12:25:27
20 130 一ノ枝 亮輔 ｲﾁﾉｴ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 12:27:54
21 176 大山 祐希 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 名寄市 ウルフランナーズ 12:31:28
22 184 長谷部　壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 12:32:55
23 154 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 雄武町 稚内信用金庫 12:41:57
24 105 山浦　雅弘 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 名寄市 ウルフランナーズ 12:42:43
25 110 高畠　俊也 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｼｭﾝﾔ 札幌市 12:45:20
26 180 許斐　慎吾 ｺﾉﾐ ｼﾝｺﾞ 佐賀県 12:52:24
27 149 今井 宏典 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 大同特殊鋼 13:03:20
28 118 杉原 功太 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 埼玉県 スガツネ工業株式会社 13:06:37
29 120 松澤 和之 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 13:10:10
30 135 橋本 篤史 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 埼玉県 13:12:27
31 142 木村 友貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 東京都 Ｋ－ＮＥＸＴ 13:17:22
32 163 西 紘司 ﾆｼ ｺｳｼﾞ 札幌市 札幌よるかぜ 13:18:32
33 690 石井　巧 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 札幌市 13:24:25
34 132 石脇 健太 ｲｼﾜｷ ｹﾝﾀ 東京都 13:25:12
35 162 野崎 友宏 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 石狩市 13:25:41
36 144 岸山 真吾 ｷｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都 13:29:26
37 152 奈良 豪 ﾅﾗ ﾀｹｼ 札幌市 １１ＡＡＲＣ 13:31:49
38 140 渡辺 貴洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 13:34:58
39 158 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 13:36:44
40 172 福田 聖也 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 札幌市 13:40:57
41 21 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 三菱日立ＰＳ 13:44:13
42 166 菊地 隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 山形県 13:46:09
43 101 宮本　実 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾙ 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 13:46:26
44 133 高橋 英章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 13:47:07
45 159 朝比奈 大輔 ｱｻﾋﾅ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 13:47:45
46 137 野田 光 ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ 札幌市 13:55:10
47 127 小野 裕貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 北広島市 凹たれん隊 13:56:15
48 160 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 凹たれん隊 13:56:15

100km　男子　40歳未満の部
氏　　名


