
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属 市町村 タイム
1 702 阿部　雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 作．ＡＣ北海道 旭川市 3:32:37
2 708 大隈　賢 ｵｵｸﾏ ﾀﾀﾞｼ さいたま走友会 埼玉県 3:43:19
3 757 村田　慎一 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ すずちち 京都府 3:55:11
4 716 佐藤　惇 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 大阪府 3:58:03
5 773 島田　聖 ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 稚内商工会議所青年部 稚内市 4:05:40
6 703 久保　貴人 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 作．ＡＣ猿払 猿払村 4:08:51
7 818 藤島　和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市役所 札幌市 4:10:42
8 776 船木　智彦 ﾌﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 幌延ランニングクラブ 幌延町 4:19:26
9 815 寺岡　利秋 ﾃﾗｵｶ ﾄｼｱｷ 北見市 4:19:41

10 808 正木　徳 ﾏｻｷ ｻﾄｼ ルチアーノＲＣ 札幌市 4:21:17
11 751 西野　康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 斗南病院 札幌市 4:29:30
12 784 川口　克也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 作．ＡＣ猿払 猿払村 4:38:43
13 816 金田　眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ エクセルＲＣ 札幌市 4:40:29
14 858 小西　健雄 ｺﾆｼ ﾀｹｵ どもなＲｕｎ 和歌山県 4:41:26
15 875 川浪　貢 ｶﾜﾅﾐ ﾐﾂｸﾞ かわなみ耳鼻咽喉科 岩見沢市 4:49:44
16 701 杉之原　顕一 ｽｷﾞﾉﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都中野区出身 遠別町 4:50:43
17 755 渡辺　正則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 北見はしろう会 北見市 4:53:41
18 707 安田　貴俊 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 野幌森林公園を走る会 江別市 4:56:19
19 774 木下　敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ ＴＯＫＡＩ－ＲＣ 札幌市 4:59:27
20 811 門脇　憲司 ｶﾄﾞﾜｷ ｹﾝｼﾞ 枝幸ランナーズ 枝幸町 5:08:39
21 786 牧下　潤 ﾏｷｼﾀ ｼﾞｭﾝ 札幌市 5:13:41
22 706 細野　竜太 ﾎｿﾉ ﾘｭｳﾀ 初山別村役場 初山別村 5:14:05
23 779 戸谷　直樹 ﾄﾔ ﾅｵｷ 二輪ショップツチヤ 北見市 5:17:03
24 717 早崎　雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市役所 稚内市 5:20:05
25 763 土田　剛 ﾂﾁﾀﾞ ﾂﾖｼ 藤原製麺 東神楽町 5:22:14
26 789 牧下　知行 ﾏｷｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 苫小牧市 5:27:57
27 866 佐々木　祐二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ Ｔ－ＲＯＢＥＣ 札幌市 5:36:56
28 832 飯田　郷一 ｲｲﾀﾞ ｺﾞｳｲﾁ 岡田設計札幌 札幌市 5:37:50
29 863 石井　正夫 ｲｼｲ ﾏｻｵ 千葉県 5:38:34
30 820 中ノ瀬　茂 ﾅｶﾉｾ ｼｹﾞﾙ 千歳市 5:38:48
31 804 山上　悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 稚内信金 稚内市 5:39:49
32 862 成瀬　孝幸 ﾅﾙｾ ﾀｶﾕｷ 旭川陸上クラブ 東神楽町 5:41:19
33 793 松本　裕二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 稚内市 5:46:50
34 829 相良　修一 ｻｶﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 稚内市 5:48:51
35 787 妹尾　強司 ｾｵ ﾂﾖｼ かっぱちゃん 釧路市 5:51:58
36 805 小山　義英 ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ VengaVenga 東京都 5:56:08
37 827 水戸　文彦 ﾐﾄ ﾌﾐﾋｺ 宗谷総合振興局 稚内市 5:57:45
38 770 石川　正敏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ マリンバンク 札幌市 6:07:08
39 810 小島　明夫 ｵｼﾞﾏ ｱｷｵ 札幌市 6:07:17
40 752 木村　嘉隆 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 旭川市 6:08:01
41 802 濱　康雅 ﾊﾏ ﾔｽﾏｻ 神奈川県 6:08:43
42 801 井上　正志 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 愛知県 6:08:52
43 873 佐藤　栄治 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 猿払やすらぎ苑 猿払村 6:11:40
44 762 高野　進 ｺｳﾉ ｽｽﾑ 稚内開建 稚内市 6:14:44
45 861 神山　和義 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ チームのろし 札幌市 6:16:10
46 826 朝倉　浩司 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｼ 宗谷総合振興局 稚内市 6:16:34
47 821 小川　正記 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ 日本政策金融公庫 札幌市 6:16:41
48 705 福井　宏昌 ﾌｸｲ ﾋﾛﾏｻ 兵庫県 6:29:45
49 781 旭　裕輝 ｱｻﾋ ﾋﾛｷ 二輪ショップツチヤ 名寄市 6:31:41
50 761 白土　勇二 ｼﾗﾄ ﾕｳｼﾞ 別海町 6:34:56

50km 男子　総合



51 872 三浦　条二 ﾐｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 道マラソンク 札幌市 6:36:44
52 854 畠澤　憲二 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 別海町建設業協会 別海町 6:38:02
53 817 佐藤　良一 ｻﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 武蔵ＵＭＣ 神奈川県 6:40:06
54 806 八木野　学 ﾔｷﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ パナソニック環 神奈川県 6:40:15
55 833 横山　富雄 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾐｵ 名寄市 6:43:47
56 819 相沢　哉 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 枝幸 千歳市 6:45:27
57 812 山根　伸也 ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ ＳＲＣ９０４ 網走市 6:46:42
58 828 楡木　伸司 ﾆﾚｷ ｼﾝｼﾞ 北海道浜頓別高等学校 浜頓別町 6:48:23
59 831 野口　洋郎 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 枝幸ランナーズ 枝幸町 6:48:37
60 718 大沼　直樹 ｵｵﾇﾏ ﾅｵｷ 茨城県 6:48:46
61 709 小西　俊英 ｺﾆｼ ﾄｼﾋﾃﾞ 北陸銀行 札幌市 6:49:14
62 785 石田　鋼司 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 枝幸バドミントン協会 枝幸町 6:51:04
63 865 西村　政行 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 【東海ソフト】 愛知県 6:57:01
64 764 田中　公之 ﾀﾅｶ ｷﾐﾕｷ 東京都 6:57:44
65 823 小泉　弘之 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ ＲＵＮ浜頓別 浜頓別町 7:02:00
66 834 千葉　隆広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 旭川開発建設部 美深町 7:02:53
67 758 粟田　浩史 ｱﾜﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 7:03:46
68 790 久保田　恵三 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ ＲＵＮ浜頓別（役場） 浜頓別町 7:04:57
69 824 片野　俊英 ｶﾀﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ はまとんらんな～ 浜頓別町 7:11:12
70 870 大西　芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ ミイのおじさん 音更町 7:11:35
71 860 遠藤　広之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ パナソニック環 新潟県 7:11:58
72 791 湯浅　哲司 ﾕｱｻ ﾃﾂｼﾞ ＲＵＮ浜頓別 浜頓別町 7:12:55
73 711 小田嶋　優駿 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾕｳｼｭﾝ 作．ＡＣ猿払 猿払村 7:14:16
74 771 久保　哲哉 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 神奈川県 7:15:08
75 714 田中　祐嗣 ﾀﾅｶ ﾏｻﾂｸﾞ 聖ヶ丘病院 伊達市 7:15:45
76 760 細川　広臣 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｵﾐ 札幌市 7:19:16
77 712 田村　優羽 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 作．ＡＣ猿払 猿払村 7:20:23
78 767 大槻　雄一 ｵｵﾂｷ ﾕｳｲﾁ 浜頓別中学校 浜頓別町 7:23:03
79 813 加賀見　義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 7:23:50
80 856 河野　通明 ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 7:27:27
81 874 小野　哲郎 ｵﾉ ﾃﾂﾛｳ 南稚内クリニック 苫前町 7:28:03
82 775 片岡　勝成 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾅﾘ 栃木県 7:29:08
83 715 堀川　諒 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 枝幸町 7:34:31
84 868 亀山　勇 ｶﾒﾔﾏ ｲｻﾑ 武蔵ウルトラ 浜頓別町 7:36:22
85 754 煤田　英樹 ｽｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 7:37:14
86 777 佐藤　幸喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ 増毛町役場 増毛町 7:48:26
87 788 塩田　敦 ｼｵﾀ ｱﾂｼ 浜頓別郵便局 中頓別町 7:48:35
88 869 南　尚敏 ﾐﾅﾐ ﾅｵﾄｼ 浜頓別町 浜頓別町 7:49:52
89 871 瓦井　清 ｶﾜﾗｲ ｷﾖｼ 札幌市 7:49:52
90 720 小林　平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ ぬくもりの舎 浜頓別町 7:52:25
91 853 平沼　隆志 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ チーム法円坂 大阪府 7:59:24
92 724 小野寺　淳 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｼ 音更町 8:00:44
93 765 吉見　亨 ﾖｼﾐ ﾄｵﾙ 大阪府 8:15:43
94 855 川嶋　修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ ゆっくりーず 札幌市 8:17:59
95 719 武川　良輔 ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 稚内市 8:18:33
96 876 柴崎　誠 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾏｺﾄ 札幌市役所 札幌市 8:20:00
97 759 浜口　朋史 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾌﾐ ＭＳＡ 札幌市 8:28:46
98 852 小野田　睦雄 ｵﾉﾀﾞ ﾑﾂｵ ＴＤＪ 北見市 8:30:44
99 780 森　康一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 稚内信用金庫 浜頓別町 8:47:30

100 803 片野　義則 ｶﾀﾉ ﾖｼﾉﾘ 関商店陸上部 埼玉県 8:50:36
101 825 吉田　竹久 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｻ 江別市 8:51:49
102 756 金指　崇 ｶﾅｻﾞｼ ﾀｶｼ 八王子走ろう会 東京都 8:58:48


