
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
6 759 島田 聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内市 稚内水夢館月会員 4:09:11
7 764 海老名 浩之 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ 網走市 凡人ｒｃ 4:15:18
8 701 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
9 773 中川 雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 札幌市 4:16:45

10 770 奥村 和典 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 凡人ＲＣ 4:34:21
11 785 川口 克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:38:20
12 757 大山　幸成 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ 新十津川町 新十津川町役場 4:40:23
13 803 小林　龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 名寄市 ★まぐちゃんズ 4:41:15
14 822 吉田 正明 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ 京都府 ＳＣＲＥＥＮ 4:41:58
15 718 澤田 健司 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 4:48:18
16 703 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
17 712 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市役所 4:57:33
18 775 永田 哲 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂ 埼玉県 4:57:33
19 721 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
20 768 内田 正洋 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 稚内市 えびす薬局駅前店 5:10:05
21 875 佐藤 栄治 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 猿払村 作．ＡＣ猿払 5:10:23
22 726 中沢 孝太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 5:10:24
23 771 正木 徳 ﾏｻｷ ｻﾄｼ 札幌市 ルチアーノＲＣ 5:10:39
24 814 坂野 伸治 ｻｶﾉ ｼﾝｼﾞ 札幌市 稚内建設管理部 5:13:33
25 855 茂木　信一 ﾓｷﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 千代田走友会 5:14:00
26 830 小松　憲一 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 紋別市 紋別桜島会 5:25:28
27 824 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 枝幸町 稚内信金 5:25:49
28 811 飯田 郷一 ｲｲﾀﾞ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 岡田設計札幌 5:27:17
29 742 北條 森 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾝ 北広島市 酪農学園大学 5:30:59
30 782 真部 武史 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 東京都 5:33:20
31 755 簗瀬　滋 ﾔﾅｾ ｼｹﾞﾙ 名寄市 名寄自衛隊 5:36:11
32 752 尾方　憲一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 旭川市 ホンダカーズ旭川 5:40:49
33 789 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 稚内市 稚内信金 5:40:54
34 813 安達 健生 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｵ 室蘭市 室蘭あだち内科 5:43:44
35 727 原 弘樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 東京都 5:45:50
36 825 加賀田 誠 ｶｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 札幌市 北海道科学大学 5:46:55
37 719 中垣 隆之 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｶﾕｷ 余市町 5:47:50
38 744 鈴木 一希 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 豊富町 5:48:27
39 778 金濱 博樹 ｶﾅﾊﾏ ﾋﾛｷ 鹿部町 漁業研修所 5:51:25
40 739 石田 憲義 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ 稚内市 5:51:35
41 720 大川 和之 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 旭川市 旭川市役所 5:54:17
42 735 清野 義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸町 ＬＲＳ北海道 5:55:47
43 812 那須川 悟 ﾅｽｶﾜ ｻﾄｼ 札幌市 ＵＲＣ 5:59:48
44 725 対馬 英隆 ﾂｼﾏ ﾋﾞﾃﾞﾀｶ 札幌市 6:00:49
45 787 高橋 一亜希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 北見市 ちぃむのぼり坂 6:02:03
46 776 五十嵐 龍彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾂﾋｺ 中頓別町 中頓別走友会 6:07:40
47 709 西谷 公一 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 苫小牧市 アブンブン 6:11:10
48 729 三住 誠 ﾐｽﾐ ﾏｺﾄ 美深町 6:13:27
49 817 泉谷 俊行 ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 東京都 東京陸協 6:13:53
50 780 湯浅 哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別（役場） 6:14:55
51 815 小川 正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 札幌市 日本政策金融公庫 6:20:58
52 881 真鍋 三明 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 砂川市 6:21:27
53 862 池浦　隆 ｳｹｳﾗ ﾀｶｼ 札幌市 札幌SJ体走会 6:21:49
54 877 平沼 隆志 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ 大阪府 チーム法円坂 6:23:05
55 857 髙木　久司 ﾀｶｷﾞ ﾋｻｼ 岐阜県 TODAY 6:24:21
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56 772 木村 嘉隆 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 旭川市 6:27:50
57 802 北山　安信 ｷﾀﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 枝幸町 枝幸水指 6:29:06
58 760 古谷 祐二 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 南足柄市陸協 6:37:19
59 818 藤原 博幸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 6:41:47
60 816 飯田 雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ＳＵＩＧＯ 6:42:33
61 728 工藤 努 ｸﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 旭川市 6:42:54
62 751 松本　道雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｵ 神奈川県 6:43:07
63 756 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 6:50:21
64 826 桜田 勝幸 ｻｸﾗﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 滝川市 6:51:23
65 869 川畑 秀夫 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 青森県 はやて走友会 6:54:54
66 806 岸山 清隆 ｷｼﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 天塩町 ＨＲＣ 6:56:37
67 867 渡辺 和次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾂｸﾞ 愛知県 フル百回楽走会 6:57:40
68 784 千葉 隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 稚内開発建設部 6:58:50
69 863 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 7:01:30
70 758 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ　ｹｲｿﾞｳ 浜頓別町 RUN浜頓別（役場） 7:01:48
71 866 山家 和義 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ 三重県 Ｙ．Ｏ，Ｓ， 7:02:18
72 819 出原 和夫 ﾃﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ 士別市 北ひびき農協 7:04:45
73 717 齋藤 彰太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 旭川市 旭川ＹＲＣ 7:06:07
74 878 奥村 光弘 ｵｸﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 7:09:33
75 823 玉川 法之 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 元浜頓別町民 7:11:09
76 807 林 正憲 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 枝幸高校 7:12:02
77 765 佐藤 紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 別海町 7:16:59
78 828 河野 通明 ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 7:21:11
79 731 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
80 779 下江 郁一 ｼﾓｴ ﾕｳｲﾁ 遠軽町 遠軽厚生病院 7:23:13
81 762 城 行成 ｼﾛ ﾕｷﾅﾘ 北見市 7:30:20
82 783 岩瀬 伸也 ｲﾜｾ ｼﾝﾔ 枝幸町 枝幸バドミントン協会 7:41:57
83 860 西口　義博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 浜頓別町 RUN浜頓別 7:41:57
84 705 吉村　茂 ﾖｼﾀﾞ　ｼｹﾞﾙ 旭川市 EEP 7:44:31
85 722 吉川 雅志 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 稚内市 7:45:00
86 879 杉田 幸平 ｽｷﾞﾀ ｺｳﾍｲ 三重県 三重あさひ車泊 7:45:45
87 741 中野 宏俊 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄｼ 紋別市 7:49:24
88 745 栗山　大 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲ 稚内市 稚内ＪＡＳＤＦ 7:51:19
89 708 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 RUN浜頓別 7:51:56
90 871 塩田 耕治 ｼｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 フル百回楽走会 7:53:03
91 791 小林　淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 7:54:25
92 805 中村 政則 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 東京都 7:57:10
93 859 上西　芳信 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜頓別町 7:58:05
94 706 堀川　諒 浜頓別町 7:58:54
95 804 大野 明彦 ｵｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 埼玉県 Ｊａｓｔ 8:00:23
96 753 小原　秀行 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 遠軽町 8:00:26
97 809 三浦 晃嗣 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ 北斗市 8:01:36
98 876 近藤 正 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 8:04:50
99 733 王 庚 ｵｳ ｺｳ 神奈川県 オウビリベッカ 8:07:32

100 715 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 岐阜県 8:07:37
101 781 佐藤 幸喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ 増毛町 増毛町役場 8:10:49
102 704 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
103 714 中場 貴紀 ﾅｶﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 北見市 8:11:47
104 874 北村 義雄 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｵ 兵庫県 8:12:07
105 861 吉田　唯憲 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾉﾘ 旭川市 旭川市消防本部 8:16:55
106 732 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
107 738 水田 雄一郎 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 稚内市 8:24:36
108 865 亀山 勇 ｶﾒﾔﾏ ｲｻﾑ 埼玉県 武蔵ウルトラ 8:27:33
109 827 羽賀 正人 ﾊｶﾞ ﾏｻﾄ 枝幸町 8:32:10
110 801 佐藤　和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 栃木県 栃木県佐野旭タクシー 8:34:26
111 769 加賀見 義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 8:40:26
112 736 船橋 拓朗 ﾌﾅﾊｼ ﾀｸﾛｳ 平取町 ピラウトル 8:41:37
113 747 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



114 852 川嶋　修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ 札幌市 8:43:20
115 856 戸谷　三郎 ﾄﾔ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都 8:43:38
116 884 上畠　一郎 ｶﾐﾊﾀ ｲﾁﾛｳ 留萌市 留萌市役所 8:46:38
117 754 阿部　往好 ｱﾍﾞ ﾋｻﾖｼ 札幌市 8:46:58
118 872 葛西 典男 ｶｻｲ ﾉﾘｵ 札幌市 札幌トロイカ病院 8:52:53


