
順位 ゼッケン 市町村 所　　属 タイム
1 39 平田　武 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 釧路町 釧路町消防 7:07:40
2 131 加藤　康男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 兵庫県 よかにせＰＲＣ 7:54:22
3 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
4 26 鈴木　輝一 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県 アスランクラブ 8:47:15
5 106 百瀬　優 ﾓﾓｾ ﾏｻﾙ 東京都 パトスラグビークラブ 8:53:29
6 369 橋本　貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県 9:16:47
7 260 西　英晶 ﾆｼ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県 9:17:23
8 285 千葉　宏之 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 カナリヤ軍団 9:21:00
9 266 梶田　剛 ｶｼﾞﾀ ﾂﾖｼ 埼玉県 さいたま走翔 9:21:46
10 122 吉田　達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 みやきょうＲＣ 9:27:54
11 221 赤堀　日出夫 ｱｶﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 東京都 月まで走ろう会 9:29:24
12 215 松村　裕二 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 千歳市 北栄運輸 9:33:50
13 282 江戸　将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 屋久島町藤村自動車 9:36:33
14 275 中村　進也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 旭川市 東神楽農協 9:37:44
15 292 中川　整 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 ２回目 9:38:25
16 298 黒田　雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 9:39:57
17 112 飯塚　大輔 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 深谷市役所 9:43:13
18 7 木村　高広 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 滝川市 ◆まぐちゃんズ 9:47:13
19 251 吉岡　智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 9:47:56
20 428 河村　孝治 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 札幌市東区 9:52:17
21 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
22 28 神成　直幸 ｶﾝﾅﾘ ﾅｵﾕｷ 浜頓別町 ＲＵＮ浜頓別 9:55:36
23 243 古川　敏和 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 美幌町 9:56:00
24 304 佐藤　充昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 札幌市 ほくとくんＭＣ 9:57:56
25 21 橋本　忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:01:40
26 220 片平　大樹 ｶﾀﾋﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県 侍・淡路島 10:03:10
27 10 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 Ｔｅａｍ半蔵門 10:08:31
28 30 友田　博美 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾐ 旭川市 10:09:26
29 101 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ　 幌延町 こざくら荘　ＨＲＣ 10:10:08
30 271 竹内　一樹 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 東川町 ランバッハ 10:15:19
31 40 石神　信祐 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｽｹ 中頓別町 中頓別走友会 10:15:19
32 241 小芝　真一 ｺｼﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 10:24:32
33 387 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
34 351 上間　理 ｳｴﾏ ｻﾄｼ 大阪府 サンダーバード 10:30:44
35 318 米谷　繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 札幌市 ＴＭＥＩＣ 10:31:12
36 307 福島　保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 埼玉県 ＭＡＧＩＣ 10:33:16
37 355 宮地　周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 10:34:17
38 376 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 10:34:35
39 109 西潟　秀紀 ﾆｼｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 旭川市 10:38:46
40 201 本山　宏憲 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 いび筋 10:38:56
41 268 梅津　裕志 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 新ひだか町 10:39:21
42 16 本吉　竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 チーム２５６ 10:39:34
43 133 谷　敏臣 ﾀﾆ ﾄｼｵﾐ 札幌市 アルバトロス 10:39:54
44 232 原　貴洋 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 10:41:17
45 273 松本　尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 雄武町 稚内信用金庫 10:41:54
46 309 渡辺　幸成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 神奈川県 ＮＲＣ。 10:42:56
47 277 土田　燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ 小樽市 ＴＥＡＭ貴６５ 10:44:07
48 405 大沼　幸太郎 ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 農耕馬 10:45:00
49 380 佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 10:46:10
50 432 髙野　文典 ｺｳﾉ ﾌﾐﾉﾘ 広島県 三原アスリートクラブ 10:46:27
51 436 猪野　元孔 ｲﾉ ﾓﾄﾖｼ 北見市 北見はしろう会 10:48:13
52 114 松澤　和之 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名寄市 10:49:13
53 345 石井　正之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 10:50:19
54 300 古町　英介 ﾌﾙﾏﾁ ｴｲｽｹ 登別市 10:50:56
55 447 藤田　格 ﾌｼﾞﾀ ｲﾀﾙ 神奈川県 10:52:34
56 295 伊藤　友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 小樽市 10:54:22
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57 240 土屋　匠 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 岩手県 10:54:53
58 126 南　寿男 ﾐﾅﾐ ﾄｼｵ 札幌市 札幌あしあと 10:55:27
59 250 渡辺　貴元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県 10:57:24
60 216 大西　智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 10:59:08
61 284 佐藤　峰雄 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ 帯広市 10:59:28
62 356 山路　博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 10:59:36
63 249 齊藤　敏正 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ 岩手県 11:01:36
64 5 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 札幌市 くまもり協会 11:04:43
65 349 大森　修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ 旭川市 11:04:56
66 319 新美　善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 11:05:35
67 390 日野　昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 苫小牧気分は走会 11:06:33
68 265 磯部　剛 ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳ 千歳市 11:07:51
69 293 清宮　隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 札幌市 北洋銀行 11:14:17
70 301 北川　浩之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 11:17:10
71 233 飯田　憲一 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 美幌町 美幌駐ー広報 11:19:04
72 203 八木　陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 11:19:23
73 344 米田　冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌市 11:19:34
74 264 手塚　厚 ﾃﾂﾞｶ ｱﾂｼ 東京都 家族葬のファミーユ 11:20:29
75 222 半澤　秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 11:21:58
76 226 高階　永哲 ﾀｶｼﾅ ﾅｶﾞﾉﾘ 室蘭市 琉小走り部室蘭 11:24:40
77 396 古澤　広則 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 東京陸協 11:25:28
78 111 野崎　友宏 ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 11:26:17
79 247 藤谷　斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 恵庭市 11:27:56
80 44 深澤　芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 札幌市 11:28:51
81 214 岩城　亮助 ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 11:31:32
82 257 柏葉　公徳 ｶｼﾜﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 北見市 11:31:51
83 348 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市 深川市立病院 11:32:25
84 427 佐々木　祐二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 札幌市 Ｔ－ＲＯＢＥＣ 11:33:56
85 382 中野　兼一 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 明治飼糧 11:35:21
86 406 谷口　英樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 浦幌町 ｅＲｃとかち 11:36:06
87 103 青田　真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 神奈川県 11:36:34
88 331 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
89 19 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 11:39:40
90 413 川崎　誠一 ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁ 函館市 11:41:48
91 410 玉井　伸哉 ﾀﾏｲ ｼﾝﾔ 神奈川県 玉井ＫＩＤＳ 11:43:36
92 129 武岡　遼 ﾀｹｵｶ ﾘｮｳ 帯広市 帯広畜産大学 11:43:46
93 310 井原　康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町 豊頃中学校 11:44:35
94 254 阿部　洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 七時雨ＴＲＣ 11:45:30
95 134 髙野　周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 秋田県 由利本荘市役所 11:45:30
96 384 高橋　正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 札幌市 ＲＵＮー札幌 11:46:47
97 354 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 広島県 11:49:30
98 283 二見　和則 ﾌﾀﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 11:52:03
99 386 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
100 312 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 向陽台ラン 11:55:46
101 218 中村　吉明 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ 富良野市 金魚 11:56:35
102 278 工藤　英成 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾅﾘ 当別町 ＨＥＲＣ 11:57:45
103 107 西島　伸太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 ノースグリッド 11:58:22
104 448 黒丸　隆太郎 ｸﾛﾏﾙ ﾘｭｳﾀﾛｳ 札幌市 11:59:31
105 246 野村　保 ﾉﾑﾗ ﾀﾓﾂ 札幌市 水土里ネット篠津中央 12:01:20
106 228 藤本　太一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ 東京都 リスクモンスター 12:02:27
107 393 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市 帯広市役所 12:03:01
108 294 坂森　誠 ｻｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 旭川市 ｉｎ旭川 12:04:45
109 365 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市 小樽骨髄バンク 12:05:51
110 244 石坂　勝美 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾐ 占冠村 占冠村役場 12:06:36
111 138 千葉　慎也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 三重県 12:08:06
112 33 原田　幸治 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 岩見沢児童相談所 12:08:46
113 135 桑原　大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 旭川市 旭川ＦＣ 12:09:09
114 132 水野　貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 12:10:05
115 32 深澤　眞琴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 札幌市 札幌市役所 12:11:48



116 302 簗瀬　滋 ﾔﾅｾ ｼｹﾞﾙ 名寄市 12:12:34
117 422 工藤　修 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ 旭川市 旭川忠和公園 12:12:42
118 414 大塚　日出男 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 普門会館 12:13:38
119 253 星埜　正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 12:15:38
120 391 平子　俊明 ﾋﾗｺ ﾄｼｱｷ 旭川市 旭川市水道局 12:16:10
121 137 伊藤　洋介 ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 旭川市 12:17:23
122 290 長谷部　壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 12:18:39
123 360 藤田　和憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 兵庫県 カントラ 12:19:46
124 248 小出　訓 ｺｲﾃﾞ ｻﾄｼ 愛知県 トヨタ駆Ｈ生 12:20:21
125 45 原田　要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 札幌市 赤レンガ走友会 12:21:11
126 130 窪田　満弘 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾁﾋﾛ 高知県 北海道家庭学校 12:21:18
127 236 藤岡　俊介 ﾌｼﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 六華ランナーズ 12:21:59
128 337 鈴木　明文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 静岡県 札幌ＧＳＶＣ 12:22:33
129 2 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ　ﾕｳﾔ 浦幌町 たぬこうクラブ 12:23:04
130 252 泉　大助 ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 名寄市 陸上自衛隊 12:24:02
131 347 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
132 119 岡本　泰輔 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 福岡県 12:24:43
133 433 大澤　博 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ 東京都 住重ランナーズ 12:26:12
134 242 吉川　智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 釧路市 帯広開建 12:27:18
135 235 陳　建昭 ﾁﾝ ｹﾝｼｮｳ 千葉県 12:36:55
136 120 石原　壮 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ 東京都 住友商事 12:37:16
137 317 伊藤　篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 南十字星 12:38:14
138 404 高安　宏征 ﾀｶﾔｽ ﾋﾛﾏｻ 茨城県 フル百回楽走会 12:38:52
139 334 中村　明功 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 あきのぽん 12:41:21
140 269 鎌田　雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 兵庫県 鈍亀ランナーズ 12:41:36
141 29 浅野　義輝 ｱｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 千歳市 泉沢ランナーズ 12:41:52
142 204 林　孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 宮城県 松島歓走会 12:43:31
143 342 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
144 314 朝倉　新 ｱｻｸﾗ ｱﾗﾀ 神奈川県 12:44:23
145 327 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
146 113 宇野　雄亮 ｳﾉ ﾕｳｽｹ 羽幌町 苫前アイアンマンＣ 12:44:56
147 1 阿部　宣昭 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 江別市 道央陸協 12:46:47
148 328 進藤　淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岩見沢市 凹たれん隊 12:47:47
149 207 黒田　功 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ 埼玉県 東京医大うろ 12:47:55
150 230 前田　聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 旭川市 旭川市立中央中学校 12:48:53
151 238 多賀　克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ 釧路市 ノースウインド 12:48:56
152 281 林　博行 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 江別市 凹たれん隊 12:49:15
153 370 久守　忠信 ﾋｻﾓﾘ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 札幌市 伊藤組 12:49:25
154 270 柳下　聡 ﾔｷﾞｼﾀ ｻﾄｼ 埼玉県 苦愛オクム 12:49:28
155 276 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 12:49:34
156 397 迫田　昭彦 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ 広島県 ルパン　ルパ～ン 12:50:05
157 420 蔡　高勝 ｻｲ ｺｳｼｮｳ 神奈川県 台湾高雄馬拉松協進会 12:52:10
158 110 堀　真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 江別市 凹たれん隊 12:52:48
159 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
160 22 白川　次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｦ 札幌市 12:56:41
161 234 黄　貞凱 ﾎﾜﾝ ｼﾞｭﾝｶｲ 千葉県 12:57:06
162 407 安達　英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ 札幌市 アクロスＪ 12:58:02
163 346 小柳　健 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 千葉県 悠走会 12:59:09
164 141 峰村　太郎 ﾐﾈﾑﾗ ﾀﾛｳ 札幌市 ふたば歯科 13:00:17
165 43 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 江別市 まぐちゃんズ！ 13:04:42
166 14 澤渡　公男 ｻﾜﾀﾘ ｷﾐｵ 旭川市 ＲＣワッカ 13:06:22
167 108 藤森　雅人 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ 札幌市 13:06:34
168 383 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
169 395 谷　美行 ﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 三重県 SKT55 13:09:03
170 4 毛利　安男 ﾓｳﾘ ﾔｽｵ 遠軽町 グリーム土家調 13:09:55
171 378 近藤　幸雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 埼玉県 チーム美里 13:10:04
172 18 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 チームＨＡＧＡ 13:10:31
173 209 加藤　正幹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 13:11:04
174 279 三宅　美則 ﾐﾔｹ ﾖｼﾉﾘ 大阪府 13:11:48



175 417 原田　剛 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾖｼ 兵庫県 鈍足倶楽部 13:12:34
176 329 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
177 291 菊地　岳飛 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 浜頓別町 ＪＡひがし宗谷 13:14:21
178 11 坂本　規和 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 長崎県 三菱日立ＰＳ 13:15:00
179 364 渡邊　健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 小樽市 チームワタナベ 13:15:39
180 12 山口　竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 ６ｉＳ－４ 13:16:36
181 303 野本　竜哉 ﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 栃木県 13:17:01
182 377 関　忍 ｾｷ ｼﾉﾌﾞ 美唄市 ぷっ 13:17:18
183 245 増子　尊士 ﾏｽｺ ﾀｶｼ 占冠村 占冠整骨院 13:17:23
184 6 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 登別市 13:17:38
185 206 浅見　和弘 ｱｻﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 13:17:44
186 223 清水　晃雄 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 滋賀県 13:19:04
187 289 楠美　敦 ｸｽﾐ ｱﾂｼ 札幌市 ちばりよ～ＲＣ 13:19:33
188 231 岩本　武志 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 稚内市 13:19:45
189 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
190 330 古田　鉄也 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市 ほんとですか。 13:22:58
191 423 小島　雄二 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬県 桐生走ろう会 13:24:09
192 27 山根　英資 ﾔﾏﾈ ｴｲｼﾞ 札幌市 13:25:46
193 36 妻鳥　成敏 ﾂﾏﾄﾞﾘ ﾅﾙﾄｼ 札幌市 札幌ＰＣＯ 13:25:59
194 225 大垣　隆志 ｵｵｶﾞｷ ﾀｶｼ 旭川市 13:26:17
195 430 澤本　和雄 ｻﾜﾓﾄ ｶｽﾞｵ 札幌市 澤本デザイン 13:28:14
196 401 畠山　和美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 江別市 札幌市役所 13:28:40
197 237 坂口　悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 13:28:58
198 144 菊地　隆広 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 山形県 13:29:49
199 339 神馬　雅樹 ｼﾞﾝﾊﾞ ﾏｻｷ 札幌市 13:31:28
200 34 須永　辰美 ｽﾅｶﾞ ﾀﾂﾐ 札幌市 13:31:43
201 416 加藤　民幸 ｶﾄｳ ﾀﾐﾕｷ 東京都 13:34:18
202 452 塩沼　良晃 ｼｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 札幌市 しんのすけの父 13:34:41
203 288 北道　久昭 ｷﾀﾐﾁ ﾋｻｱｷ 新ひだか町 13:34:50
204 322 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
205 361 本郷　春彦 ﾎﾝｺﾞｳ ﾊﾙﾋｺ 千歳市 シュガーＲＣ 13:35:36
206 372 平井　秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 13:35:41
207 102 宮本　実 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾉﾙ 岩見沢市 岩見沢市立病院 13:36:19
208 374 三浦　行弘 ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 青森県 13:36:25
209 123 今井　適 ｲﾏｲ ﾃｷ 札幌市 今井商店 13:36:46
210 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
211 208 竹内　剛 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 千歳市 千歳市民病院 13:39:00
212 117 足立　晃彦 adachi teruhiko 大阪府 サンダーバード 13:39:19
213 115 広川　雄二朗 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長沼町 成吉思汗 13:39:19
214 353 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
215 259 木戸　直樹 ｷﾄﾞ ﾅｵｷ 宮城県 立て立つんだジョー 13:40:33
216 267 上田　秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 13:41:34
217 320 照井　朋樹 ﾃﾙｲ ﾄﾓｷ 札幌市 ＰＣＭＣ 13:43:19
218 305 和知　義夫 ﾜﾁ ﾖｼｵ　 東京都 オリンパス 13:44:44
219 398 吉野　雅人 ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ 斜里町 13:45:49
220 105 冨永　尚伯 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋｻﾉﾘ 札幌市 アンデルセン 13:49:06
221 24 豊原　元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 ねっとらん札幌 13:49:20
222 315 津田　学 ﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 明治カール３号 13:51:23
223 367 芦野　泰和 ｱｼﾉ ﾔｽｶｽﾞ 大阪府 13:51:31
224 415 山崎　雅弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 釧路市 13:52:30
225 211 佐藤　一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 札幌市 日清オイリオ 13:52:50
226 104 平田　健一 ﾋﾗﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県 13:53:45
227 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
228 454 川端　潤 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 ＦＢＣＯＢ 13:56:15
229 212 内山　丈明 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｱｷ 新潟県 アップライトＲＣ 13:56:48
230 446 上坂　望 ｳｴｻｶ ﾉｿﾞﾑ 旭川市 旭川陸上クラブ 13:56:50
231 325 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 函館市 砂原中学校 13:58:14
232 326 芳岡　直人 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾄ 札幌市 らいらっく 13:58:43


