
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 32 平田 武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路東部消防組合 7:23:41
2 237 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 チームまめきち 8:25:21
3 14 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 浦幌町 チームしなまー 8:56:11
4 250 片平 大樹 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県 侍・淡路島 9:27:17
5 255 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 七時雨ＴＲＣ 9:31:38
6 245 原 貴洋 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 9:40:37
7 211 鬼頭 日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 9:46:16
8 219 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 釧路市 ノースウインド 9:47:26
9 262 津田 和司 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｼ 神奈川県 ＢＥＡＣＨ葉山 9:54:32
10 220 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 9:56:54
11 204 和田 正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 チーム半蔵門 10:03:42
12 276 中川 整 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 リベンジサロマ 10:13:09
13 26 舘山 孝利 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 稚内市 稚内開発建設部 10:13:46
14 272 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 10:23:14
15 11 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:27:48
16 269 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 こまちんとの恋始まる 10:32:32
17 213 新保 雄三 ｼﾝﾎﾞ ﾕｳｿﾞｳ 札幌市 10:32:38
18 261 柏葉 公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 北見市 10:38:16
19 208 高橋 三春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 東京都 10:45:19
20 35 石神 信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 10:58:36
21 247 八木 陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 10:59:31
22 281 佐藤 充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 札幌市 ＨＰ 11:14:42
23 265 古川 敏和 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 美幌町 11:23:41
24 270 簗瀬　滋 ﾔﾅｾ ｼｹﾞﾙ 名寄市 11:35:41
25 226 藤本 太一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京都 リスクモンスター 11:36:16
26 221 石坂 勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 11:40:10
27 223 本山　宏憲 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 いび筋 11:41:49
28 239 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 11:51:14
29 259 磯部 剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 11:56:56
30 268 吉田 光行 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 滝川市 12:00:30
31 206 寺本 洋一 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 兵庫県 石川病院競走部 12:06:01
32 251 梅津 裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 新ひだか町 12:09:20
33 285 蜂谷 豊 ﾊﾁﾔ ﾕﾀｶ 札幌市 札幌ＳＳＣ走友 12:13:34
34 252 山本 喜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 12:15:36
35 246 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 12:17:03
36 242 中村　努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 12:19:10
37 273 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 札幌市 第７飛行隊 12:24:05
38 280 山下 宗紀 ﾔﾏｼﾀ ﾑﾈﾉﾘ 旭川市 旭川西高校 12:25:39
39 202 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 チーム２５６ 12:27:26
40 218 増田 優貴 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 音更町 12:28:41
41 212 山根 英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 札幌市 12:31:15
42 258 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 恵庭市 12:34:04
43 209 加藤 正幹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 12:39:21
44 271 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 12:43:46
45 215 渡邊 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 小樽市 12:43:57
46 236 門脇 憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 利尻富士町 鬼脇の鬼 12:44:42
47 267 長谷部　壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 12:46:43
48 240 二川 暢之 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島県 12:47:27
49 279 八倉巻　徹 ﾔｸﾞﾗﾏｷ ﾄｵﾙ 東京都 12:49:39
50 283 萩原 義晃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 札幌市 日本郵政 12:50:37
51 232 岩本 武志 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 稚内市 12:50:45
52 241 坂口 悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 12:54:35
53 207 黒田 功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 東京医大うろ 13:00:05
54 210 竹内 敏浩 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 13:06:34
55 248 増子 尊士 ﾏｽｺ ﾀｶｼ 占冠村 占冠整骨院 13:08:49

100km　男子　40歳以上50歳未満の部
氏　　名



56 227 尾方 憲一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 旭川市 ホンダ旭川 13:19:22
57 249 下江 郁一 ｼﾓｴ ﾕｳｲﾁ 遠軽町 遠軽厚生病院 13:21:39
58 29 妻鳥 成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 札幌市 札幌ＰＣＯ 13:31:24
59 27 山口 竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＨＳ 13:31:24
60 222 井原 俊也 ｲﾊﾗ ｼｭﾝﾔ 帯広市 13:37:30
61 216 静間 利行 ｼｽﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 旭川市 トッチッカ 13:38:28
62 224 細木 浩二 ﾎｿｷﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 13:41:02
63 278 根本　孝寿 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 音更町 13:42:09
64 286 藤本 勝利 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 上富良野町 13:45:42
65 264 野本 竜哉 ﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 栃木県 13:47:50
66 253 原田 幸治 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 岩見沢児童相談所 13:48:09
67 254 鎌田 雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 札幌市 鈍亀ランナーズ 13:48:59
68 205 川村 圭介 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ 東京都 13:49:19
69 203 林 孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 宮城県 松島歓走会 13:49:48
70 282 石井 祐介 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 雄武町 雄武高校 13:54:18


