
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 705 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 旭川市 作．ＡＣ北海道 3:26:38
2 704 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 秋田県 由利本荘市役所 3:35:25
3 709 島田 温彦 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台明走会 3:52:41
4 811 阿部 章一 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 ちばりよ～ＲＣ 3:55:45
5 770 河野 竜平 ｺｳﾉ ﾘｭｳﾍｲ 札幌市 4:04:05
6 778 中野 秀彦 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ 大阪府 大阪ＲＣ 4:08:10
7 736 武田 和也 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 旭川市 ＲＪＣＡ 4:10:16
8 812 藤島 和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市 札幌市役所 4:10:45
9 774 片桐　英樹 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ 稚内市 稚内開発建設部 4:14:27
10 717 久保 貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:16:51
11 734 渡邊 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 名寄市 名寄３連２中 4:17:41
12 756 妹尾 強司 ｾｵ ﾂﾖｼ 釧路市 釧路マラソンＣ 4:20:14
13 763 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 エクセルＲＣ 4:22:47
14 722 杉之原　顕一 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 遠別町 （有）橋本牧場 4:23:04
15 702 和田 卓也 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 名寄市 陸自名寄 4:23:50
16 866 佐藤 栄治 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:29:40
17 708 鈴木 政史 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 愛知県 4:31:27
18 764 川口 克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 猿払村 作．ＡＣ猿払 4:33:03
19 765 島田 聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内市 稚内商工会議所青年部 4:36:46
20 871 川浪 貢 ｶﾜﾅﾐ ﾐﾂｸﾞ 岩見沢市 かわなみ耳鼻咽喉科 4:38:33
21 721 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市役所 4:48:41
22 735 田中 順也 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ 名寄市 自衛隊３連２中 4:50:15
23 817 山根　伸也 ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ 網走市 ＳＲＣ９０４ 4:51:19
24 715 小塩 大輔 ｵｼｵ ﾀﾞｲｽｹ 浜頓別町 北海道浜頓別高等学校 4:51:47
25 712 宮内 祐輔 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 ヨネックス 4:53:02
26 815 飯田 郷一 ｲｲﾀﾞ ｺﾞｳｲﾁ 札幌市 岡田設計札幌本社 4:53:41
27 761 内田 正洋 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 稚内市 4:58:49
28 703 加藤 善之 ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ 西興部村 4:59:34
29 776 八重樫 輝彦 ﾔｴｶﾞｼ ﾃﾙﾋｺ 石狩市 にじいろ 5:05:38
30 767 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 稚内市 わかしん 5:06:56
31 724 杉田 丈治 ｽｷﾞﾀ ﾀｹﾊﾙ 千葉県 5:07:55
32 718 小幡 喬幸 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 東京都 5:11:35
33 720 ＧＩＬＢＲＩＤＥ　ＲＹＡＮ ｷﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲｱﾝ 浜頓別町 北海道浜頓別高等学校 5:12:40
34 771 真部 武史 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 東京都 5:13:20
35 860 岡村　猛 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ 江別市 江別ランナーズ 5:19:05
36 801 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 枝幸町 稚内しんきん 5:19:14
37 816 丸瀬 孝一 ﾏﾙｾ ｺｳｲﾁ 稚内市 5:19:55
38 730 太田 元紀 ｵｵﾀ ﾓﾄｷ 旭川市 ＲＪＣＡ 5:29:00
39 706 三住 誠 ﾐｽﾐ ﾏｺﾄ 美深町 5:32:11
40 725 丹治　和哲 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 浜頓別町 浜頓別中学校 5:32:28
41 775 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市 東海自動車ＭＣ 5:32:35
42 870 石川 隆夫 ｲｼｶﾜ ﾀｶｵ 札幌市 5:33:14
43 753 木村 嘉隆 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 旭川市 5:34:59
44 777 石田 鋼司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 枝幸町 5:37:40
45 852 真鍋 三明 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 砂川市 5:38:43
46 757 佐藤　紳 ｻﾄｳ ｼﾝ 別海町 5:40:48
47 807 藤原 博幸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 稚内市 すずけん 5:46:51
48 732 岩崎 正洋 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 当麻町 5:48:32
49 857 畠澤 憲二 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 別海町 別海町建設業協会 5:55:06
50 859 鍋島　博 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 紋別市 女満別ＵＭＣ 5:56:08
51 872 西口　義博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 6:06:07
52 752 栗原 良博 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 6:08:50
53 814 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 水戸石川走友会 6:10:40
54 869 雁原 良範 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 北斗市 6:13:08
55 805 小島 明夫 ｵｼﾞﾏ ｱｷｵ 札幌市 6:14:11
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56 714 竹岡 裕輔 ﾀｹｵｶ ﾕｳｽｹ 札幌市 6:15:01
57 727 田中 清史郎 ﾀﾅｶ ｷﾖｼﾛｳ 名寄市 ３普連２中隊 6:18:04
58 804 濱 康雅 ﾊﾏ ﾔｽﾏｻ 神奈川県 ＳＷＣＣ 6:19:18
59 803 岸山 清隆 ｷｼﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 天塩町 6:20:15
60 802 河野 通明 ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 6:25:28
61 729 小林　悠介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 6:27:52
62 772 湯浅　哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ 浜頓別町 浜頓別町役場 6:31:11
63 865 中村 治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 神奈川県 6:31:31
64 710 坂本 亮太 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 名寄市 陸自 6:39:42
65 726 澤田　英典 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜頓別町 浜頓別高校 6:40:38
66 867 遠藤 広之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 パナソニック環 6:41:55
67 810 千葉 隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 稚内市 稚内開発建設部 6:44:11
68 856 奥村 光弘 ｵｸﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 6:44:38
69 701 渡辺 城児 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 札幌市 6:46:52
70 873 神山 和義 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 6:50:03
71 760 小原　茂 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 浜頓別町 北海道浜頓別高等学校 6:51:03
72 766 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 札幌市 野幌森林公園を走る会 7:09:13
73 768 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 札幌市 7:12:20
74 855 菊池 建一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ 網走市 7:14:17
75 773 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別（役場） 7:14:35
76 728 中場 貴紀 ﾅｶﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 北見市 7:26:29
77 716 舘村　立 ﾀﾁﾑﾗ ﾘﾂ 稚内市 稚内開発建設部 7:33:21
78 723 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 枝幸町 7:33:36
79 853 井田　孝明 ｲﾀﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 7:34:28
80 809 西倉 務 ﾆｼｸﾗ ﾂﾄﾑ 埼玉県 チームニシクラ 7:36:03
81 707 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 岐阜県 7:44:38
82 854 亀山 勇 ｶﾒﾔﾏ ｲｻﾑ 埼玉県 武蔵ウルトラマラソン 7:46:20
83 862 上西　芳信 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜頓別町 7:58:08
84 755 加賀見 義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 8:02:05
85 762 麻生 雅之 ｱｿｳ ﾏｻﾕｷ 美瑛町 8:08:02
86 711 浜口 朋史 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 ＭＳＡ 8:13:48
87 808 三浦 晃嗣 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ 北斗市 8:18:42
88 731 又吉　貴信 ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 沖縄県 8:21:04
89 818 吉田 竹久 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｻ 江別市 8:21:22
90 759 足立 清人 ｱﾀﾞﾁ ｷﾖﾄ 札幌市 8:39:39
91 751 金指 崇 ｶﾅｻﾞｼ ﾀｶｼ 東京都 東京ヴェルディ 8:58:43


