
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 23 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 チームまめきち 8:02:07
2 369 橋本　貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県 9:16:47
3 7 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ◆まぐちゃんズ 9:47:13
4 15 森廣　和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 チームねねすけ 9:54:35
5 28 神成　直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 9:55:36
6 21 橋本　忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:01:40
7 30 友田　博美 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾐ 旭川市 10:09:26
8 387 川端　建吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 札幌市 清風ロビンソン 10:29:04
9 351 上間　理 ｳｴﾏ ｻﾄｼ 大阪府 サンダーバード 10:30:44
10 318 米谷　繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 10:31:12
11 307 福島　保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 埼玉県 ＭＡＧＩＣ 10:33:16
12 355 宮地　周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 10:34:17
13 376 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 10:34:35
14 309 渡辺　幸成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 神奈川県 ＮＲＣ。 10:42:56
15 380 佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 10:46:10
16 345 石井　正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 10:50:19
17 356 山路　博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 10:59:36
18 5 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 11:04:43
19 349 大森　修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ 旭川市 11:04:56
20 319 新美　善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 11:05:35
21 390 日野　昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 苫小牧気分は走会 11:06:33
22 344 米田　冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌市 11:19:34
23 396 古澤　広則 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 東京陸協 11:25:28
24 348 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 11:32:25
25 382 中野　兼一 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 明治飼糧 11:35:21
26 331 王　百世 ｵｳ ﾋｬｸｾ 神奈川県 台湾高雄馬拉松協進会 11:37:30
27 19 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 11:39:40
28 310 井原　康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 豊頃中学校 11:44:35
29 384 高橋　正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 ＲＵＮー札幌 11:46:47
30 354 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 広島県 11:49:30
31 386 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 11:54:10
32 312 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 11:55:46
33 393 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 帯広市役所 12:03:01
34 365 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 12:05:51
35 391 平子　俊明 ﾋﾗｺ ﾄｼｱｷ 旭川市 旭川市水道局 12:16:10
36 360 藤田　和憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 兵庫県 カントラ 12:19:46
37 337 鈴木　明文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 静岡県 札幌ＧＳＶＣ 12:22:33
38 347 佐々木　英明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 みつまたロッジ 12:24:14
39 317 伊藤　篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 12:38:14
40 334 中村　明功 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 あきのぽん 12:41:21
41 342 坪坂　一明 ﾂﾎﾞｻｶ ｶｽﾞｱｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 12:44:06
42 314 朝倉　新 ｱｻｸﾗ ｱﾗﾀ 神奈川県 12:44:23
43 327 柳川　伸幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 旭川市 遠軽厚生病院ＲＣ 12:44:47
44 328 進藤　淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 12:47:47
45 370 久守　忠信 ﾋｻﾓﾘ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 札幌市 伊藤組 12:49:25
46 397 迫田　昭彦 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ 広島県 ルパン　ルパ～ン 12:50:05
47 25 高邑　明夫 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ 旭川市 旭川厚生病院ＲＣ 12:54:03
48 346 小柳　健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 12:59:09
49 43 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 まぐちゃんズ！ 13:04:42
50 383 青柳　孝寿 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｶﾋｻ 札幌市 ちーむもも組 13:06:56
51 395 谷　美行 ﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 三重県 SKT55 13:09:03
52 378 近藤　幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チーム美里 13:10:04
53 329 白石　陽一 ｼﾗｲｼ ﾖｳｲﾁ 香川県 四国てんとう虫ＰＴ 13:14:11
54 364 渡邊　健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 小樽市 チームワタナベ 13:15:39
55 12 山口　竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＳ－４ 13:16:36
56 377 関　忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 13:17:18
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57 6 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 登別市 13:17:38
58 37 山内　健司 ﾔﾏﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東川町 東川町風工房 13:22:19
59 330 古田　鉄也 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 ほんとですか。 13:22:58
60 339 神馬　雅樹 ｼﾞﾝﾊﾞ ﾏｻｷ 札幌市 13:31:28
61 34 須永　辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 13:31:43
62 322 田淵　浩義 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 名寄市 マサシナイトラン 13:35:03
63 361 本郷　春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:35:36
64 372 平井　秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 13:35:41
65 374 三浦　行弘 ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 青森県 13:36:25
66 8 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 13:36:53
67 353 田中　強 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 羽幌町 道立羽幌病院リハビリ 13:40:07
68 320 照井　朋樹 ﾃﾙｲ ﾄﾓｷ 札幌市 ＰＣＭＣ 13:43:19
69 305 和知　義夫 ﾜﾁ ﾖｼｵ　 東京都 オリンパス 13:44:44
70 398 吉野　雅人 ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ 斜里町 13:45:49
71 315 津田　学 ﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 明治カール３号 13:51:23
72 367 芦野　泰和 ｱｼﾉ ﾔｽｶｽﾞ 大阪府 13:51:31
73 38 上出　秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 札幌市 北海道有朋高等学校 13:55:49
74 325 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 函館市 砂原中学校 13:58:14
75 326 芳岡　直人 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾄ 札幌市 らいらっく 13:58:43


