
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 702 阿部　雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 旭川市 作．AC旭川 3:32:13
2 734 一橋 聖也 ｲﾁﾊｼ ｾｲﾔ 釧路市 ＭＡＴＡＧＩ 3:36:33
3 716 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 秋田県 由利本荘市役所 3:36:55
4 711 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 旭川市 3:53:01
5 723 柴田 雅孝 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 山形県 3:59:09
6 701 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 幌延ランニングクラブ 4:15:40
7 718 澤田 健司 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 4:48:18
8 703 杉之原　顕一 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 遠別町 (有)橋本牧場 4:53:42
9 712 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市役所 4:57:33

10 721 丹治 和哲 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 猿払村 浜頓別中学校 5:06:56
11 726 中沢 孝太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 5:10:24
12 742 北條 森 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾝ 北広島市 酪農学園大学 5:30:59
13 727 原 弘樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 東京都 5:45:50
14 719 中垣 隆之 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｶﾕｷ 余市町 5:47:50
15 744 鈴木 一希 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 豊富町 5:48:27
16 739 石田 憲義 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ 稚内市 5:51:35
17 720 大川 和之 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 旭川市 旭川市役所 5:54:17
18 735 清野 義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 ＬＲＳ北海道 5:55:47
19 725 対馬 英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾞﾃﾞﾀｶ 札幌市 6:00:49
20 709 西谷 公一 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 苫小牧市 アブンブン 6:11:10
21 729 三住 誠 ﾐｽﾐ ﾏｺﾄ 美深町 6:13:27
22 728 工藤 努 ｸﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 旭川市 6:42:54
23 717 齋藤 彰太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 旭川市 旭川ＹＲＣ 7:06:07
24 731 大場 聖矢 ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ 枝幸町 稚内信金枝幸支店 7:22:31
25 705 吉村　茂 ﾖｼﾀﾞ　ｼｹﾞﾙ 旭川市 EEP 7:44:31
26 722 吉川 雅志 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 稚内市 7:45:00
27 741 中野 宏俊 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄｼ 紋別市 7:49:24
28 745 栗山　大 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲ 稚内市 稚内ＪＡＳＤＦ 7:51:19
29 708 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 RUN浜頓別 7:51:56
30 706 堀川　諒 浜頓別町 7:58:54
31 733 王 庚 ｵｳ ｺｳ 神奈川県 オウビリベッカ 8:07:32
32 715 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 岐阜県 8:07:37
33 704 大畑　直己 ｵｵﾊﾀ ﾅｵｷ 浜頓別町 南宗谷衛生施設組合 8:10:59
34 714 中場 貴紀 ﾅｶﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 北見市 8:11:47
35 732 岩谷 和磨 ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 札幌市 北大サイクリング部 8:21:06
36 738 水田 雄一郎 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 稚内市 8:24:36
37 736 船橋 拓朗 ﾌﾅﾊｼ ﾀｸﾛｳ 平取町 ピラウトル 8:41:37
38 747 坂口　太一 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 8:42:09

50km　男子　40歳未満の部
氏　　名


