
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 375 池田 知茂 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｼｹﾞ 北見市 ちいむ　のぼり坂 9:20:04
2 31 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ★まぐちゃんズ 9:25:44
3 309 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 札幌市 勝鮨 9:28:43
4 8 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 チームねねすけ 9:41:57
5 394 上間 理 ｳｴﾏ ｻﾄｼ 大阪府 ジェイテクト 9:49:39
6 371 加藤 義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 愛知県 ＴＫＲ 9:50:04
7 23 友田 博美 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾐ 旭川市 10:09:58
8 320 野田 泰永 ﾉﾀﾞ ﾔｽﾅｶﾞ 東京都 10:15:50
9 319 玉井 伸哉 ﾀﾏｲ ｼﾝﾔ 神奈川県 玉井ＫＩＤＳ 10:36:17
10 385 山路 博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 10:39:33
11 3 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 10:51:47
12 378 小林　龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 名寄市 まぐちゃんズ 10:54:38
13 367 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 11:16:30
14 368 宮地 周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 11:16:30
15 310 佐藤 順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 11:18:35
16 318 新美 善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 11:19:51
17 28 神成 直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 11:31:18
18 322 広瀬 武男 ﾋﾛｾ ﾀｹｵ 東京都 11:39:32
19 316 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 11:40:31
20 393 日野　昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 苫小牧気分は走会 11:40:36
21 383 小倉 秀樹 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 六華ＲＣ 11:43:39
22 358 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 11:49:32
23 395 白田 敏昭 ｼﾗﾀ ﾄｼｱｷ 標津町 中標津十二楽走 11:50:48
24 386 根本 和弘 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 ラン友 11:53:44
25 329 進藤 淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 12:03:37
26 325 石井　正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 12:03:59
27 334 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 12:04:12
28 317 伊藤 晴人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 東京都 12:12:11
29 338 鈴木 明文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 札幌市 札幌ＧＳＶＣ 12:12:51
30 303 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 豊頃中学校 12:13:09
31 333 山口　司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｶｻ 下川町 どうもなランナー 12:16:30
32 380 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 12:26:20
33 312 伊藤 篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 12:28:58
34 379 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 12:35:02
35 364 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 千歳市 12:41:47
36 377 青柳 孝寿 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｶﾋｻ 札幌市 ちーむもも組 12:41:54
37 34 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 ★まぐちゃんズ 12:42:01
38 690 Tang Chieh Ju ﾀﾝ　ﾁｪ　ｼﾞｭ 12:42:08
39 342 佐竹 大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 チームねねすけ 12:51:37
40 25 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 登別市 12:52:36
41 384 黒丸　隆太郎 ｸﾛﾏﾙ ﾘｭｳﾀﾛｳ 北見市 12:56:47
42 1 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 13:04:10
43 352 櫻田 勝己 ｻｸﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 千葉県 13:05:44
44 332 菊森　康洋 ｷｸﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 東京都 兆治 13:07:11
45 337 金 章介 ｷﾑ ﾁﾞｬﾝｹﾞ 福岡県 13:10:28
46 389 奥山 和伸 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 札幌市 13:11:35
47 7 井上 辰也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 江別市 江別のおじさんラガー 13:12:11
48 391 荒井　徳男 ｱﾗｲ ﾉﾘｵ 釧路市 13:13:15
49 357 任　于祥 ﾆﾝ ｳｼｮｳ 海外 13:13:56
50 323 田村　伸也 ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 当別町 13:13:58
51 374 深田 伸次郎 ﾌｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 尾張旭ランニング 13:15:06
52 366 濱田 裕之 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 13:15:28
53 331 小美野 恭輝 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ 埼玉県 13:18:35
54 4 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 13:18:57
55 20 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 13:19:38

100km　男子　50歳以上60歳未満の部
氏　　名



56 365 竹内 正治 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼﾞ 東京都 ゆめちゃん 13:23:19
57 308 柳川 伸幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 13:24:53
58 328 谷 聡 ﾀﾆ ｻﾄｼ 札幌市 開発健康クラブ 13:25:24
59 339 井上 淳 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 札幌市 13:36:01
60 315 小林 芳宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 東京都 13:36:37
61 360 小林 英樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 13:38:45
62 16 山内　健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川町　風工房 13:39:57
63 347 尾内　宏至 ｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 北はりまＲＣ 13:40:17
64 381 上出 秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 北海道教育庁 13:42:15
65 2 松田　義孝 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 夢の島ＳＲＣ 13:42:47
66 326 竹内 新也 ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾔ 茨城県 13:47:33
67 396 山村 満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ 恵庭市 ＣＴＳ 13:48:00
68 373 関 忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 13:48:29
69 355 田中 強 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 羽幌町 13:51:04
70 341 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 函館市 森町立砂原中学校 13:52:33
71 353 山田 博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ 東京都 ちーむ　やす 13:53:07
72 370 本郷 春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:53:16
73 321 田淵 浩義 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 名寄市 雅司ナイトランクラブ 13:53:42
74 18 須永 辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 13:53:55
75 313 高木 勝己 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾐ 苫小牧市 13:55:42
76 359 岡留 和孝 ｵｶﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ 大阪府 フル百回楽走会 13:55:59
77 301 小泉　弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 13:57:26
78 369 竹田 孝夫 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｵ 幕別町 忠類ＴＲＣ 13:57:54


