
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 148 加藤 康男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 兵庫県 よかにせＰＲＣ 7:59:01
2 120 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 献血ルームうらら 8:38:40
3 128 河野　知典 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾉﾘ 福島県 東京医大＆会田病院 9:25:54
4 127 川村 直之 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 10:14:10
5 115 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延町 幌延ランニングクラブ 10:18:28
6 114 土屋 匠 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 岩手県 七時雨ＴＲＣ 10:19:21
7 139 澤田 修 ｻﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 札幌市 10:26:04
8 126 小野寺 敏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 登別市 10:26:24
9 30 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市役所 10:35:20
10 130 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 10:37:07
11 116 松澤 和之 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 10:49:59
12 150 松本 尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 雄武町 稚内信用金庫 10:57:53
13 103 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 神奈川県 11:03:26
14 113 北山 慎太郎 ｷﾀﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県 11:24:07
15 151 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 11:45:00
16 149 高岸 宏多 ﾀｶｷﾞｼ ｺｳﾀ 北見市 12:01:19
17 108 谷 元気 ﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 札幌市 12:12:04
18 158 菊地　岳飛 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 浜頓別町 ＪＡひがし宗谷 12:16:10
19 111 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 凹たれん隊 12:16:13
20 145 坂田 博徳 ｻｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ 名寄市 カワザップ 12:21:51
21 160 奈良 豪 ﾅﾗ ﾀｹｼ 札幌市 12:23:59
22 134 山本　秀一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 稚内市 iolani 12:28:08
23 133 菊地 隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 山形県 12:34:38
24 135 望月 昭雄 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷｵ 天塩町 12:40:02
25 144 宗原　卓海 ﾑﾈﾊﾗ ﾀｸﾐ 宮城県 東北大学 12:40:39
26 110 笹崎 敏正 ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 東京都 東京陸協 12:44:29
27 106 野崎 友宏 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 石狩市 13:09:36
28 142 北條 森 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾝ 北広島市 酪農学園大学 13:12:06
29 123 鶴岡 隼 ﾂﾙｵｶ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 13:19:37
30 101 中村　進也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 旭川市 東神楽農協 13:26:38
31 5 坂本 規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 三菱日立ＰＳ 13:28:31
32 152 大場　信栄 ｵｵﾊﾞ ﾉﾌﾞｻｶ 名寄市 鷹栖のブルース 13:34:20
33 157 中井 勝也 ﾅｶｲ ｶﾂﾔ 大阪府 13:34:43
34 136 西村 政昭 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｱｷ 苫小牧市 苫小牧市 13:40:57
35 154 孫城 裕 ﾏｺﾞｼﾛ ﾕﾀｶ 名寄市 ＭＲＣ 13:42:47
36 138 武田 大樹 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 上富良野町 かみふぎょむた 13:44:03
37 102 宮本　実 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾙ 岩見沢市 岩見沢市立総合病院 13:45:33
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