
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 423 河村 孝治 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 札幌市東区 9:52:52
2 24 高野　強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別市 江別大麻狐狸庵 10:31:32
3 416 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 広島県 三原アスリートクラブ 10:55:15
4 417 白川　次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｦ 札幌市 シラカワＦ 11:12:06
5 438 深澤 眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 11:25:55
6 406 大沼 幸太郎 ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 農耕馬 11:52:26
7 9 稲葉 定之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 静岡県 関東ハマトン会 11:56:46
8 412 福岡 新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 埼玉県 二枚目走友会 11:57:58
9 408 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 札幌市 赤レンガ走友会 12:07:23
10 10 高橋 均 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 東京都 12:35:42
11 446 佐藤 敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 江別市 江別走ろう会 12:38:04
12 448 熊谷　哲郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾛｳ 旭川市 旭川熊谷珠算塾 12:41:12
13 15 三浦　仁史 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 江別市 凹たれん隊 12:57:53
14 407 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ 札幌市 アクロスＪ 13:06:38
15 435 藤原 道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 東京都 さんた 13:08:20
16 453 塩沼 良晃 ｼｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 札幌市 しんのすけの父 13:11:43
17 17 毛利　安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム土家調 13:11:55
18 401 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 13:12:30
19 12 澤渡 公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 13:16:23
20 425 大澤 博 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ 東京都 住重ランナーズ 13:18:03
21 414 三澤 英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広島市 道ライフスポ－ツ 13:22:20
22 436 澤谷 敏行 ｻﾜﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 兵庫県 13:29:17
23 415 工藤　修 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ 旭川市 忠和公園 13:33:07
24 19 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 チームＨＡＧＡ 13:35:04
25 431 後藤 信行 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県 13:35:26
26 451 久保　修 ｸﾎﾞ ｵｻﾑ 留萌市 スキデス留萌 13:39:47
27 433 福田　純一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 兵庫県 JOYJOY 13:40:13
28 403 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 札幌市 爆走マイペース 13:46:22
29 427 加藤 民幸 ｶﾄｳ ﾀﾐﾕｷ 東京都 13:47:15
30 455 大塚 日出男 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 普門会館 13:50:08
31 419 長谷川　高正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ 札幌市 ＳＳＣ走友会 13:50:31
32 452 黒川 昇 ｸﾛｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 北見市 三好メディカル 13:52:49
33 402 澤本　和雄 ｻﾜﾓﾄ ｶｽﾞｵ 札幌市 澤本デザイン 13:54:04
34 450 山﨑　雅弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 釧路市 ホッチャレーズＩＨＣ 13:55:14
35 424 山城 正伸 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾉﾌﾞ 栃木県 本田技術研究所 13:56:22
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氏　　名


