
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属 市町村 タイム
1 415 長野　利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 勝鮨 札幌市 9:37:20
2 28 橡木　広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ ランチビール同好会 札幌市 10:12:40
3 410 吉見　憲和 ﾖｼﾐ ﾉﾘｶｽﾞ 恵庭市 10:30:13
4 375 米田　冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌エクセルＲＣ 札幌市 10:31:33
5 392 小出　訓 ｺｲﾃﾞ ｻﾄｼ トヨタ駆動ＨＶ生技 愛知県 10:33:11
6 381 川端　建吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 清風ロビンソン 札幌市 10:42:17
7 425 吉田　尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ポラリス 江別市 10:48:01
8 25 橋本　忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 美幌町 美幌町 10:52:24
9 378 藪中　晃宏 ﾔﾌﾞﾅｶ ｱｷﾋﾛ 士別市役所 士別市 10:56:48

10 33 柏葉　公徳 ｶｼﾊﾞ ｷﾐﾉﾘ 枝幸ランナーズ 北見市 11:08:33
11 370 笹田　雅彦 ｻｻﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 明走会 栃木県 11:15:00
12 35 友田　博美 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾐ 旭川市 11:21:56
13 424 森　伊佐雄 ﾓﾘ ｲｻｵ ＴＥＡＭ．エム 旭川市 11:26:57
14 399 山路　博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 11:28:06
15 397 宮地　周 ﾐﾔﾁ ｼｭｳ 東京都 11:33:52
16 401 佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 11:36:00
17 377 平子　俊明 ﾋﾗｺ ﾄｼｱｷ 大雪山トレイル 旭川市 11:47:27
18 30 菅野　義英 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾃﾞ 深川市立病院 深川市 11:48:52
19 57 木村　高広 ★まぐちゃんズ 滝川市 11:53:01
20 29 福嶋　宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ くまもり協会 札幌市 12:01:22
21 372 大森　修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ こころのボス　旭川 旭川市 12:07:19
22 406 丸山　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 福岡県 12:07:34
23 413 上間　理 ｳｴﾏ ｻﾄｼ サンダーバード 大阪府 12:21:36
24 380 鈴木　明文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ ＥＣＯＰＡ袋井 静岡県 12:23:26
25 365 新美　善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 12:27:15
26 422 続木　雅 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻﾙ 北見市 12:27:30
27 23 松本　和雄 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 旭川市 12:30:01
28 386 小幡　善生 ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｵ ＡＰＨ 埼玉県 12:35:58
29 351 井原　康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 豊頃中学校 幕別町 12:42:38
30 360 かとう　ひろし ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 札幌市 12:47:10
31 396 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 広島県 12:50:13
32 418 土赤　能史 ﾂﾁｱｶ ﾀｶｼ オホーツク陸協 北見市 12:50:57
33 400 荒井　勉 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ 神奈川県 12:55:17
34 374 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市役所 帯広市 12:55:57
35 361 伊藤　篤生 ｲﾄｳ ｱﾂｵ スワットン南十字星 神奈川県 13:01:06
36 353 市原　和弘 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 13:03:10
37 384 岡地　昭昌 ｵｶﾁ ｱｷﾏｻ ＫＵ会 愛知県 13:04:00
38 366 田淵　浩義 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ マサシナイトラン 名寄市 13:04:47
39 364 木元　浩仁 ｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 13:04:54
40 383 小川　隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 東京都 13:09:31
41 358 柳川　伸幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 遠軽厚生病院ＲＣ 旭川市 13:10:17
42 423 西岡　博幸 ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ びゅうちゃん 稚内市 13:10:59
43 409 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽骨髄バンク 小樽市 13:11:41
44 379 中島　泰三 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｿﾞｳ 茨城県 13:15:10
45 389 青柳　孝寿 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｶﾋｻ ちーむもも組 札幌市 13:24:13
46 417 荒井　徳男 ｱﾗｲ ﾉﾘｵ 釧路市 13:24:55
47 430 望月　一弘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 13:26:16
48 404 谷口　雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 家は窓から 芽室町 13:33:51
49 355 平山　一郎 ﾋﾗﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 走るユリカモメ 茨城県 13:35:13
50 412 田中　強 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 道立羽幌病院リハビリ 羽幌町 13:36:05

100km 男子　50歳以上60歳未満



51 395 坂口　悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 13:37:53
52 398 種田　直章 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｱｷ 安平マラソンクラブ 安平町 13:43:31
53 10 進藤　淳 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 凹たれん隊 岩見沢市 13:44:49
54 434 山村　満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ 恵庭ランナーズ 恵庭市 13:45:33
55 45 上出　秀信 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 北海道有朋高校 札幌市 13:48:39
56 421 居上　智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 13:48:45
57 414 高橋　正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ＲＵＮー札幌 札幌市 13:50:50
58 40 山口　竜一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 美幌町 13:51:24
59 359 芦野　泰和 ｱｼﾉ ﾔｽｶｽﾞ 大阪府 13:52:46
60 391 平井　秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 千歳市 13:53:18
61 388 関谷　則男 ｾｷﾔ ﾉﾘｵ 群馬県 13:53:55
62 31 小柳　進 ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 楽走４１２旭川 江別市 13:56:06
63 426 萩原　義晃 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 日本郵政 札幌市 13:59:09


