
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 397 八十嶋 弘一 ﾔｿｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 名寄市 名寄自衛隊 8:40:31
2 366 橋本 貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県 8:50:07
3 402 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ 島根県 大田市立病院 9:26:48
4 407 谷口 雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 芽室町 家は窓から 9:48:37
5 367 塚本 徹 ﾂｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 東京都 9:56:58
6 29 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 Ｌ＆Ａ．ＲＣ 10:21:30
7 363 佐久間 仁 ｻｸﾏ ﾋﾄｼ 静岡県 大同特殊鋼 10:45:28
8 401 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 勝鮨 11:14:09
9 432 玉井 伸哉 ﾀﾏｲ ｼﾝﾔ 神奈川県 玉井ＫＩＤＳ 11:24:39

10 369 丹羽 博美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ 当麻町 11:29:58
11 409 関 建久 ｾｷ ﾀﾃﾋｻ 北見市 道東脳神経外科病院 11:52:26
12 421 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 11:57:53
13 418 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 12:12:14
14 379 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 石狩市 石狩浜益ＲＣ 12:15:12
15 27 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 12:16:21
16 398 徳岡 亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 山形県 12:24:57
17 433 山路 博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 12:29:32
18 454 石井　正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 12:32:09
19 428 奥山 和伸 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 東京都 12:33:09
20 361 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 12:38:09
21 448 石井 修 ｲｼｲ ｵｻﾑ 神奈川県 12:40:16
22 410 金 章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県 12:43:42
23 1 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 12:45:49
24 382 藤川 朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 浜頓別町 エサヌカランナーズ 12:46:27
25 16 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 12:53:29
26 364 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 12:55:41
27 378 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 13:03:09
28 359 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 13:06:21
29 396 谷 聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 13:08:32
30 455 山根　伸也 ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ 網走市 ＳＲＣ９０４ 13:09:54
31 450 横田　健 ﾖｺﾀ ﾀｹｼ 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 13:11:07
32 358 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:15:29
33 403 近藤 幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チーム美里 13:23:41
34 452 久積　武 ﾋｻｽﾞﾐ ﾀｹｼ 沖縄県 13:26:27
35 374 竹渕 勝美 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ 東京都 ｚｉｐｐｙ 13:26:55
36 400 佐竹 大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 六華ランナーズ 13:32:03
37 391 駒田 雅彦 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 プーリーズ 13:35:19
38 381 小川 隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 愛知県 13:35:43
39 456 伊藤　篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 13:36:15
40 365 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 千歳市 13:37:36
41 356 常川　素以 ﾂﾈｶﾜ ﾓﾄｲ 札幌市 札幌時計台走友会 13:39:23
42 28 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別のおじさんラガー 13:39:41
43 425 櫻田 卓 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ 札幌市 六華ランナーズ 13:40:18
44 430 中山 大行 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 大阪府 六華ランナーズ倶楽部 13:40:18
45 3 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院RC 13:42:32
46 33 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 静岡県 伊豆太陽農協本店 13:42:49
47 386 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:45:50
48 372 小柳 進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ◆まぐちゃんズ 13:47:30
49 419 山下 博人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 栃木県 メトロ宇都宮 13:48:28
50 380 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 札幌市 ロベック 13:48:51
51 8 今井　敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 札幌市 胆振総合振興局 13:50:48
52 451 新垣　保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 沖縄県 13:53:23
53 370 福井 豊一 ﾌｸｲ ﾄﾖｶｽﾞ 札幌市 ＮＴＴ東日本－北海道 13:53:38
54 390 牧野 真二 ﾏｷﾉ ｼﾝｼﾞ 山形県 13:53:58

100km　男子　50歳以上60歳未満の部
氏　　名


