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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

1 5243 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 札幌市消防局 札幌市 1:05:43

2 5211 小野寺 憲一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 1:06:17

3 6493 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 千歳市 1:06:51

4 6278 西村 茂樹 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 千歳ランナーズ 千歳市 1:07:04

5 5253 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ ＹＲＣ 札幌市 1:07:23

6 5261 梅津 忠司 ｳﾒﾂ ﾀﾀﾞｼ 恵庭市 1:09:20

7 5051 岩田 健 ｲﾜﾀ ｹﾝ 神奈川県 1:10:43

8 5286 中村 敦史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ エスマラソン部 札幌市 1:10:59

9 5255 中岡 章広 ﾅｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:11:41

10 6288 千葉 伸一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 北千ＧＳＶＣ 千歳市 1:13:11

11 5278 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 1:14:48

12 5281 中山 光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 1:15:57

13 5053 酒井 徹 ｻｶｲ ﾃﾂ ドリームランナ 神奈川県 1:15:58

14 5398 岡島 力 ｵｶｼﾞﾏ ﾁｶﾗ 札幌市 1:16:57

15 5293 中川 雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 札幌市 1:17:18

16 5555 井口 祐輔 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 社会事業協会 札幌市 1:18:04

17 6296 国府田 英之 ｺｳﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 島ＲＣ千歳 千歳市 1:18:18

18 5340 川畑 和博 ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ イブリジニー 室蘭市 1:18:38

19 5269 Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｅｒ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｳｱｰ 北大・水産学部 函館市 1:19:01

20 5374 小林 正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 札幌市 1:19:02

21 5306 山下 文人 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾄ イブリジニー 洞爺湖町 1:19:09

22 5409 縣 尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ ＭＭＥ 札幌市 1:19:27

23 5003 多田 浩則 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京陸協 東京都 1:20:05

24 5457 木本 光 ｷﾓﾄ ﾋｶﾙ 札幌市 1:20:28

25 5052 川崎 久生 ｶﾜｻｷ ﾋｻｵ ニチベイ 神奈川県 1:20:47

26 5326 矢崎 勇 ﾔｻﾞｷ ｲｻﾑ 旭北３９ＲＣ 恵庭市 1:21:00

27 5455 先名 輝彦 ｾﾝﾅ ﾃﾙﾋｺ 雨竜町 1:21:08

28 5345 石田 貴弘 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ちばりよＲＣ 北広島市 1:21:36

29 6364 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ サムコ 千歳市 1:21:39

30 5348 水上 能克 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｼｶﾂ 恵庭市 1:22:06

31 5382 大坂 道明 ｵｵｻｶ ﾐﾁｱｷ 札幌市 1:22:13

32 5026 栗原 吉雄 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ ＦａｎｄＦ 東京都 1:22:21

33 5331 木戸口 修久 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋｻ メットライフ 札幌市 1:22:23

33 5673 木本 昌利 ｷﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 恵庭市 1:22:23

35 5396 太田 久幸 ｵｵﾀ ﾋｻﾕｷ 札幌市 1:22:28

36 5355 破入 正名 ﾊﾆｭｳ ﾏｻﾅ Ｒコンセプト 札幌市 1:23:30

36 5494 植本 孝弘 ｳｴﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:23:30

36 5295 山口 信一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ ライフライン 北広島市 1:23:30

39 5632 及川 裕司 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ ＨＩＲＣ 札幌市 1:23:39

40 5665 小林 健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:23:51

41 6330 北井 優 ｷﾀｲ ﾏｻﾙ 千歳市 1:24:19

41 5191 足達 佳男 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｵ 高知県 1:24:19

43 5570 竹中 学 ﾀｹﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 恵庭市 1:24:42

44 5354 渡邉 純一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北方型住宅 札幌市 1:24:53

45 5307 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市役所 札幌市 1:25:12

46 5097 鈴木 寿彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 千葉県 1:25:14

47 6320 永川 透 ｴｲｶﾜ ﾄｵﾙ 千歳市 1:25:15

48 6363 菅野 秀樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 勇舞ＲＣ 千歳市 1:25:20

49 5736 加賀田 誠 ｶｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 札幌市 1:25:31

50 5311 富樫 信夫 ﾄｶﾞｼ ﾉﾌﾞｵ ノースウインド 釧路市 1:25:45
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51 5013 川野 英樹 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｷ 酒ＲＵＮ 東京都 1:25:55

52 5378 住吉 八起 ｽﾐﾖｼ ﾔｵｷ 北エネ 苫小牧市 1:26:29

53 5561 小堆 信治 ｺｱｸﾂ ｼﾝｼﾞ 札幌市 1:26:37

54 5432 半田 勝彦 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾂﾋｺ ホッチーノ 音更町 1:26:39

55 5481 遠藤 博光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐﾂ ＮＪＳ 札幌市 1:26:44

56 5737 佐々木 義紀 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 1:26:53

57 5491 宮本 馨 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ ナチュの森 苫小牧市 1:27:04

58 6325 緒方 憲保 ｵｶﾞﾀ ﾉﾘﾔｽ 千歳市 1:27:11

59 5603 宮川 進吾 ﾐﾔｶﾜ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:27:15

60 6332 奥山 宏治 ｵｸﾔﾏ ｺｳｼﾞ 会走会 千歳市 1:27:18

61 5480 古明地 孝宏 ｺﾒｲﾁ ﾀｶﾋﾛ 砂脳外 札幌市 1:27:28

62 6381 久保 善敬 ｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ チームＺＥＮ 千歳市 1:27:40

63 5543 窪田 寛也 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ 札幌市 1:27:42

64 5836 西岡 哲也 ﾆｼｵｶ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:27:57

65 5155 箕浦 康之 ﾐﾉｳﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 滋賀県 1:28:04

66 5009 熊谷 良憲 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｶﾞﾉﾘ くま 東京都 1:28:17

67 6511 中宿 孝美 ﾅｶﾔﾄﾞ ﾀｶﾐ 千歳市 1:28:29

68 5012 丹治 和貴 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾀｶ ドリームランナ 東京都 1:28:47

69 5556 高橋 浩揮 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ あいの里ＲＣ 札幌市 1:28:58

70 5220 高野 光広 ﾀｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 青森県 1:28:59

71 5417 村上 英寿 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ フクダ電子 札幌市 1:29:25

72 5573 里村 孝章 ｻﾄﾑﾗ ﾀｶｱｷ スーパー魚長 函館市 1:29:29

73 6071 菅野 充彦 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋｺ 札幌市 1:29:49

74 5388 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市若草小 苫小牧市 1:29:50

75 5613 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 1:29:54

76 5197 村上 友則 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 福岡県 1:29:58

77 5360 三木 秀宗 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ヒロ通商 札幌市 1:30:12

78 5536 藤村 信洋 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 約４条 札幌市 1:30:31

79 5349 岡崎 隆憲 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 赤いひまわり薬 安平町 1:30:35

80 5240 渡邊 勇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ 恵庭市 1:30:47

81 5343 越村 勝彦 ｺｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 札幌市 1:31:18

82 6355 横山 正和 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 千歳市 1:31:21

83 5364 早川 正城 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｷ ネクスコ 札幌市 1:31:24

84 5498 木村 道寿 ｷﾑﾗ ﾐﾁﾋｻ 熊谷組 札幌市 1:31:27

85 6399 冨永 雅樹 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｷ 自衛隊 千歳市 1:31:30

86 5484 山本 典弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:31:33

87 6457 林 直司 ﾊﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ 北の華 千歳市 1:31:43

88 5160 差ヶ久保 潤 ｻｶﾞｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 大阪府 1:32:04

89 5817 澤井 康之 ｻﾜｲ ﾔｽﾕｷ 札幌市 1:32:06

90 5109 山田 俊二 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 1:32:15

91 5371 北城 秀司 ｷﾀｼﾛ ｼｭｳｼﾞ 札幌市 1:32:19

92 5953 小林 雄一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 梨湖フーズ 石狩市 1:32:32

93 6443 安岡 哲也 ﾔｽｵｶ ﾃﾂﾔ 千歳市 1:32:36

94 6016 勝山 茂和 ｶﾂﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 1:32:53

94 5652 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 苫小牧市 苫小牧市 1:32:53

96 5309 渡辺 祥元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 江別市 1:33:01

97 5627 中山 瑞哉 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞﾔ 札幌市 1:33:06

97 5527 北畑 紀和 ｷﾀﾊﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 札幌市 1:33:06

99 5058 小牧 哲夫 ｺﾏｷ ﾃﾂｵ 神奈川県 1:33:09

100 6074 小林 夏樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 北広島市 1:33:13
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101 5564 稲場 康典 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 北広島市 1:33:21

102 5057 梅田 俊一 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 横浜ＪＣ 神奈川県 1:33:26

103 5390 矢原 辰成 ﾔﾊﾗ ﾀﾂﾅﾘ 浜中町 1:33:53

103 5606 小堀 逸朗 ｺﾎﾞﾘ ｲﾂﾛｳ イクシード 登別市 1:33:53

105 5329 浅村 晋彦 ｱｻﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 札幌市 1:34:06

106 5831 竹原 聡 ﾀｹﾊﾗ ｻﾄｼ 登別市 1:34:11

107 5054 青木 淳一 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ウインドリバー 神奈川県 1:34:24

108 6079 藤原 悦史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾂｼﾞ 札幌市 1:34:28

109 6519 坂本 和之 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ Ｍｏｄｉｓ 東京都 1:34:43

110 5512 大野 邦彦 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｺ 芽室町役場 芽室町 1:34:46

111 5508 山田 啓昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:34:48

112 5100 稲葉 桂哉 ｲﾅﾊﾞ ｶﾂﾔ 千葉県 1:34:49

113 5722 本田 裕宣 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 1:35:09

114 5511 安井 啓悟 ﾔｽｲ ｹｲｺﾞ 輔仁会ＲＣ 帯広市 1:35:14

114 5716 大久保 浩 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 1:35:14

116 5720 久松 尚之 ﾋｻﾏﾂ ﾅｵﾕｷ 札幌市 1:35:15

117 5677 野村 暁男 ﾉﾑﾗ ｱｷｵ のむらけ 札幌市 1:35:37

118 5547 高野 顕愁 ﾀｶﾉ ｹﾝｼｭｳ 札幌市 1:35:58

119 6421 福田 浩 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 千歳市 1:35:59

120 5756 加藤 宏明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 調査兵団 岩見沢市 1:36:06

121 5147 大木本 努 ｵｵｷﾓﾄ ﾂﾄﾑ 愛知県 1:36:13

122 5560 荒川 邦夫 ｱﾗｶﾜ ｸﾆｵ 札幌市 1:36:24

123 5596 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ ＪＨＢ 札幌市 1:36:26

124 5786 髙橋 雅明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:36:32

125 5985 岩山 祐司 ｲﾜﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札乳クリニック 札幌市 1:36:42

126 5418 増子 利明 ﾏｽｺ ﾄｼｱｷ はまなす走友会 札幌市 1:36:43

127 6297 大槻 伸明 ｵｵﾂｷ ﾉﾌﾞｱｷ 金太郎一家 千歳市 1:36:51

127 5563 斗内 陽司 ﾄﾅｲ ﾖｳｼﾞ 小樽市 1:36:51

129 5892 山田 浩富 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄﾐ 札幌市教委 札幌市 1:36:59

130 6382 伊阪 正行 ｲｻｶ ﾏｻﾕｷ キリンビール 千歳市 1:37:08

131 5826 湯田 聡 ﾕﾀﾞ ｻﾄｼ 手稲渓仁会循内 札幌市 1:37:09

132 6134 太田 浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 恵庭市 1:37:11

133 5071 森 英俊 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 1:37:23

134 6352 清水 裕二 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ ノーザンＲＣ 千歳市 1:37:32

135 5938 高堰 大史 ﾀｶｾｷ ﾋﾛｼ 札幌市 1:37:50

135 5434 井上 伸一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ 奈井江町 1:37:50

137 5475 野田 泰史 ﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 北村小学校 岩見沢市 1:37:54

138 5114 金賀 志郎 ｶﾈｶﾞ ｼﾛｳ ＴＡＲＣ 茨城県 1:38:05

139 5122 磯部 一樹 ｲｿﾍﾞ ｶｽﾞｷ ニチバン 埼玉県 1:38:09

140 5177 後藤 慎一郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県 1:38:17

141 5699 宍戸 和明 ｼｼﾄﾞ ｶｽﾞｱｷ 札幌市 1:38:29

141 5663 奈良 真次 ﾅﾗ ｼﾝｼﾞ オリタ物流 札幌市 1:38:29

143 5592 遠藤 貴之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:38:30

144 5933 根津 基嗣 ﾈｽﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 札幌市 1:38:33

145 5461 木村 直之 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ＪＦＥ環境サ 苫小牧市 1:38:34

146 5681 羽井野 芳治郎 ﾊｲﾉ ﾖｼｼﾞﾛｳ 札幌市 1:38:48

147 6058 千葉 真一郎 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 1:38:49

147 5134 秋葉 徹 ｱｷﾊﾞ ﾄｵﾙ 群馬県 1:38:49

149 5085 桑原 隆 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:38:50

150 5376 高森 清隆 ﾀｶﾓﾘ ｷﾖﾀｶ 札幌市 1:38:54
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150 5502 竹内 大司 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｼﾞ 岩見沢市 1:38:54

152 5318 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 藤丸 帯広市 1:38:55

153 6104 納谷 和行 ﾅﾔ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 1:39:07

153 5929 高橋 淳一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:39:07

155 5452 中永 英幸 ﾅｶﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:39:21

156 5675 土屋 渉 ﾂﾁﾔ ﾜﾀﾙ 札幌市 1:39:25

157 5644 高橋 伸幸 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ＧＡＮＴＯ８６ 札幌市 1:39:27

158 5926 佐藤 将晃 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:39:45

159 5289 成田 昭夫 ﾅﾘﾀ ｱｷｵ 旭川医大 岩見沢市 1:39:50

159 5117 永島 徹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｵﾙ オレンジランナ 栃木県 1:39:50

161 5213 笹森 裕市 ｻｻﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 宮城県 1:40:06

162 6397 稲葉 裕之 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ いなば動物病院 千歳市 1:40:18

163 5557 木戸 孝義 ｷﾄﾞ ﾀｶﾖｼ ＨＳＥ 札幌市 1:40:24

164 5148 瀬戸 博章 ｾﾄ ﾋﾛｱｷ 愛知県 1:40:25

165 5893 木滑 康裕 ｷﾅﾒﾘ ﾔｽﾋﾛ ＪＡ共済 札幌市 1:40:26

166 5591 大坂 崇徳 ｵｵｻｶ ﾀｶﾉﾘ アーキラボＲＣ 札幌市 1:40:44

167 6461 滝 智治 ﾀｷ ﾓﾄﾊﾙ 千歳市 1:40:53

168 5271 相沢 克明 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 札幌市 1:40:54

169 5103 遠藤 雅之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 葛飾区 千葉県 1:41:03

170 5617 筒井 鉄也 ﾂﾂｲ ﾃﾂﾔ 菱農 沼田町 1:41:08

171 6380 松隈 武 ﾏﾂｸﾏ ﾀｹｼ 札病検査課 千歳市 1:41:25

172 5760 田畑 宏司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ Ｊパワー 上士幌町 1:41:27

173 5479 由井 徹 ﾕｲ ﾄｵﾙ チーム車座 苫小牧市 1:41:37

174 5523 石井 幸司 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ クラーク病院 札幌市 1:41:41

175 5534 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 1:41:52

176 6329 米津 孝志 ﾖﾈﾂ ﾀｶｼ うまこ 千歳市 1:41:53

177 5650 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 札幌市 1:41:54

178 5274 江並 祐爾 ｴﾅﾐ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ－Ｙ 石狩市 1:42:01

179 5549 桜井 英昭 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 1:42:23

180 6199 西村 宏志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 岩見沢市 岩見沢市 1:42:25

181 5661 中道 康彦 ﾅｶﾐﾁ ﾔｽﾋｺ やっぱし！ゆに 由仁町 1:42:38

182 6357 齋藤 芳和 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 1:42:41

183 5747 倉兼 岳人 ｸﾗｶﾈ ﾀｹﾋﾄ 北見市 1:42:43

184 5615 林山 俊一 ﾊﾔｼﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 札幌市 1:42:44

185 5078 越浦 朗 ｺｼｳﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 1:42:52

186 5144 志津 直行 ｼﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 愛知県 1:42:54

186 5790 児玉 春己 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾐ 札幌市 1:42:54

188 6347 田中 裕昭 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 千歳市 1:43:00

189 5514 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 自衛隊北海道 札幌市 1:43:01

190 5077 楠根 秀樹 ｸｽﾈ ﾋﾃﾞｷ ＪＫＶＩ 神奈川県 1:43:07

191 5030 島田 貴 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:43:11

191 5019 田中 義孝 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ ニッポンランナ 東京都 1:43:11

193 5572 中道 誠司 ﾅｶﾐﾁ ｾｲｼﾞ Ｎ’ｓＦＲＣ 北見市 1:43:14

194 5575 小宮山 誠一 ｺﾐﾔﾏ ｾｲｲﾁ 北広島市 1:43:26

195 5129 中村 政人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 埼玉県 1:43:27

196 5664 池田 正和 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ メナード健友会 苫小牧市 1:43:29

197 6379 久原 直利 ｸﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 千歳市 1:43:36

198 5739 小野 祐輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 一本部海保 札幌市 1:43:39

199 5884 矢島 正志 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｼ 石屋製菓 札幌市 1:43:48

200 6349 村井 勝利 ﾑﾗｲ ｶﾂﾄｼ チームメル 千歳市 1:43:49
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201 5679 畑原 裕司 ﾊﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 札幌市 1:43:53

202 5153 倉野 伸治 ｸﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 三重県 1:44:04

203 5714 小関 経昭 ｺｾｷ ﾉﾘｱｷ 札幌市 1:44:17

204 5647 近藤 充広 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ 北見市 1:44:28

205 5623 角谷 信浩 ｶﾄﾞﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 1:44:34

206 5159 小嶋 淳 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ Ｒコンセプト 大阪府 1:44:40

207 5927 廣川 幸一 ﾋﾛｶﾜ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:44:48

208 5895 更科 宏明 ｻﾗｼﾅ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:44:54

209 5823 門脇 二郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞﾛｳ 六華ＲＣ 札幌市 1:44:56

210 5865 小田倉 貴之 ｵﾀﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 小樽市 1:44:58

211 5996 石山 孝之 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 苫小牧市 1:44:59

212 5849 野久 武 ﾉﾋｻ ﾀｹｼ 帯広市 1:45:01

213 6070 橘 伸也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾔ 真狩村 1:45:04

214 5891 片岡 伸生 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞｵ 江別市 1:45:09

215 5552 新井田 順也 ﾆｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 北広島市 1:45:18

216 5744 三浦 洋輔 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 恵み野病院 恵庭市 1:45:27

217 5096 石川 和弘 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:45:30

218 6003 依田 剛 ﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 北見市 1:45:39

219 6464 長尾 正直 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾅｵ 千歳市 1:45:42

220 5152 石黒 幹晴 ｲｼｸﾞﾛ ﾐｷﾊﾙ 日医ジョガーズ 愛知県 1:45:45

221 5735 中村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ オール 札幌市 1:45:47

222 5691 堀井 恒人 ﾎﾘｲ ﾂﾈﾋﾄ 明日風整骨院 札幌市 1:45:50

223 5897 髙橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 恵庭市 1:45:56

224 6009 山田 健四 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:45:59

225 5870 梅津 晶 ｳﾒﾂ ｱｷﾗ むかわエナジー むかわ町 1:46:05

226 5638 秋山 和輝 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 井上鐵工 江別市 1:46:08

226 5138 熊谷 和徳 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 陸自滝ヶ原 静岡県 1:46:08

226 5214 佐藤 清美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 宮城県 1:46:08

229 5769 根本 敬三 ﾈﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ チームゲッター 小樽市 1:46:35

229 6512 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 千歳市 1:46:35

231 5970 荒川 勝 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾙ 苫小牧市 1:46:40

232 5692 三橋 広瑞 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 札幌市 1:46:50

233 5855 近藤 聡明 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｱｷ 浦河町 1:47:16

234 6032 青山 智則 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 1:47:29

235 5748 東田 恭明 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ 札幌市 札幌市 1:47:36

236 5182 今井 利通 ｲﾏｲ ﾄｼﾐﾁ 兵庫県 1:47:40

237 5821 山越 慎一朗 ﾔﾏｺｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 1:48:11

238 6504 蒲原 正典 ｶﾓﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 千歳市 1:48:30

238 6034 東 隆徳 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 1:48:30

240 5209 川田 栄一 ｶﾜﾀﾞ ｴｲｲﾁ ちんすこう 沖縄県 1:48:33

241 5441 金丸 徹 ｶﾅﾏﾙ ﾄｵﾙ 岩見沢市 1:48:39

242 6374 奥 卓哉 ｵｸ ﾀｸﾔ 千歳豊友会病院 千歳市 1:48:50

242 6518 新井 達也 ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ 日医ジョガーズ 大阪府 1:48:50

244 6154 観音 隆志 ｶﾝﾉﾝ ﾀｶｼ 北教組 新冠町 1:48:54

245 5869 安東 正伸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 1:48:56

245 6417 水戸 武 ﾐﾄ ﾀｹｼ 丸優コトブキ建 千歳市 1:48:56

247 5824 浅野 剛 ｱｻﾉ ﾂﾖｼ アートシステム 札幌市 1:49:06

248 5161 渡辺 文明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 大阪府 1:49:24

249 6447 鈴木 均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 千歳酔いどれ 千歳市 1:49:35

250 6151 仲見 孝仁 ﾅｶﾐ ﾀｶﾋﾄ アストラルズ 新ひだか町 1:50:09
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251 5178 田村 信宏 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県 1:50:15

252 5018 竹内 義幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:50:25

253 5810 佐藤 秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 北海道勤医協 札幌市 1:50:36

254 5758 小畑 彰 ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 北楡会 札幌市 1:50:38

255 5123 増田 良太 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 1:50:45

256 5059 浅野 祐紀 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:51:00

257 5391 中川 隆司 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 函館中川青果 函館市 1:51:09

258 5379 宮島 智満 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾐﾂ 苫小牧市 1:51:16

259 6266 大森 圭 ｵｵﾓﾘ ｹｲ 札幌市 1:51:46

260 5125 柳 敬一 ﾔﾅｷﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:51:50

261 5967 石原 淳 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 小樽市 1:51:57

262 5410 八丁野 裕 ﾊｯﾁｮｳﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 1:51:58

263 5923 松浦 稔則 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾉﾘ 札幌市 1:52:39

263 5876 中村 裕文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 1:52:39

265 5098 伏田 喜修 ﾌｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 1:52:41

266 6389 小林 和政 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 北エネ 千歳市 1:52:46

267 6080 山田 英幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 住友生命 札幌市 1:53:37

268 5782 中島 紀孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ ＡＲＣ４０ 余市町 1:53:38

269 5111 松浦 一哉 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾔ リアルテック 千葉県 1:53:52

269 5881 秋元 力 ｱｷﾓﾄ ﾁｶﾗ サタデイズ 札幌市 1:53:52

271 5724 箕迫 義人 ﾐﾉｻｺ ﾖｼﾋﾄ 札幌市 1:53:57

272 5583 小紙 達也 ｺｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:54:01

273 5506 中林 義則 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 網走市 1:54:11

274 5056 新田 眞也 ﾆｯﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:54:18

275 5175 麦谷 耕一 ﾑｷﾞﾀﾆ ｺｳｲﾁ 和歌山県 1:54:36

276 5173 高岡 尚介 ﾀｶｵｶ ﾅｵｽｹ 京都府 1:54:39

277 5734 川口 博 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 恵庭市 1:54:58

278 5604 久保 典男 ｸﾎﾞ ﾉﾘｵ 室蘭市 1:55:26

279 6121 田口 顕 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ ＣＣＳ 札幌市 1:55:27

280 6082 柳澤 弘一郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 苫小牧市 1:55:34

281 6030 北村 晋逸 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾂ 医療センター 札幌市 1:55:48

282 5035 藤井 樹維 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭｲ 東京都 1:56:01

283 5545 西岡 秀起 ﾆｼｵｶ ﾋﾃﾞｷ チーム しま部 札幌市 1:56:04

284 5588 鎌倉 史典 ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾉﾘ Ｎ’Ｓ ＦＲＣ 札幌市 1:56:45

285 6239 高村 悟司 ﾀｶﾑﾗ ｻﾄｼ ＪＣＥＨ 札幌市 1:56:52

286 5976 寺田 卓矢 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 札幌市 1:57:15

286 6339 北原 偉男 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 千歳市議会 千歳市 1:57:15

288 6091 佐藤 崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 1:57:23

289 6483 根岸 尚志 ﾈｷﾞｼ ﾀｶｼ トーヨーケム 千歳市 1:57:29

290 5105 池田 伸一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ チーム八幡 千葉県 1:57:35

291 5818 藤田 朋紀 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ 札幌市 1:57:42

292 5982 山本 主税 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶﾗ 札幌市 1:57:58

293 5693 斉藤 浩司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:58:09

294 5977 光野 光洋 ｺｳﾉ ﾐﾂﾋﾛ 砂川市 1:58:31

295 6268 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 1:58:42

296 6267 和田 義明 ﾜﾀﾞ ﾖｼｱｷ 札幌市 1:58:43

297 6157 帰家 大祐 ｷﾔ ﾀﾞｲｽｹ のぞみ 札幌市 1:58:55

298 6213 本間 好喜 ﾎﾝﾏ ｺｳｷ リコージャパン 札幌市 1:59:09

299 6468 戸田 貢介 ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ 住まいの戸田 千歳市 1:59:21

300 6439 白戸 樹嘉 ｼﾗﾄ ｷﾖｼ お好み焼大八 千歳市 1:59:58
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301 6206 西村 勝宏 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ リコージャパン 江別市 2:00:06

302 5830 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 苫小牧市 2:01:25

302 6474 形石 和久 ｶﾀｲｼ ｶｽﾞﾋｻ むらずみ経営 千歳市 2:01:25

304 5965 今野 秀樹 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 2:01:34

305 5986 吉澤 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 一郎 札幌市 2:01:35

306 5905 最上 孝雄 ﾓｶﾞﾐ ﾀｶｵ 一郎 恵庭市 2:01:36

307 5653 小川 純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 登別市 2:03:09

308 6455 青木 義行 ｱｵｷ ﾖｼﾕｷ 千歳市 2:03:14

309 5202 秦野 剛司 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県 2:04:29

310 5809 阿部 義宏 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ らんらんくらぶ 札幌市 2:04:58

310 5904 江屋 一洋 ｴﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 2:04:58

312 6242 藤田 宗昭 ﾌｼﾞﾀ ﾑﾈｱｷ ｏｚｕａｃ 札幌市 2:05:07

313 6156 眞木 哲也 ﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:05:57

314 5320 大宅 朝夫 ｵｵﾔｹ ﾄﾓｵ 札幌市 2:06:03

315 6158 松井 誠司 ﾏﾂｲ ｾｲｼﾞ 室蘭市 2:07:19

316 6130 小山 輝司 ｺﾔﾏ ﾃﾙｼﾞ 札幌市 2:07:41

317 6075 山上 洋之 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ ＴＭＷ 恵庭市 2:08:01

318 6476 仲澤 博行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千歳市 2:09:13

319 5062 相原 陽二 ｱｲﾊﾗ ﾖｳｼﾞ 神奈川県 2:10:01

320 5928 舘田 康二 ﾀﾃﾀﾞ ｺｳｼﾞ ごおうのとら 札幌市 2:10:02

321 5033 青木 智 ｱｵｷ ｻﾄｼ 東京都 2:10:15

322 6204 佐藤 修 ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 帯広市 2:10:17

323 5186 下村 理 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 2:10:38

324 5021 渡辺 重芳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾖｼ 本郷クラブ 東京都 2:11:07

325 6190 渥美 良和 ｱﾂﾐ ﾖｼｶｽﾞ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 2:11:10

326 6043 馬場 海史 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 2:11:32

327 5662 横島 完至 ﾖｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 札幌市 2:11:48

328 6114 九龍 八道 ｸｳﾛﾝ ﾊﾁﾐﾁ 札幌市 2:11:49

329 5489 唐川 智幸 ｶﾗｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 札幌市 2:12:03

330 6020 藤原 國晃 ﾌｼﾞﾜﾗ ｸﾆｱｷ 開成中等教育 江別市 2:12:15

331 6181 坂本 義和 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ＣＲＥ 石狩市 2:12:24

332 5961 松川 泰昭 ﾏﾂｶﾜ ﾔｽｱｷ 札幌市 2:12:32

333 5966 千葉 裕司 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:13:06

334 6437 久保田 信宏 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千歳市 2:13:12

335 6002 山下 雅永 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 苫小牧市 2:13:16

336 6425 本田 雅士 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 千歳市 2:13:33

337 6126 森本 琢 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸ 札幌市 2:14:20

338 6475 高慶 康博 ﾀｶｹｲ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:15:05

339 6478 太田 黎一 ｵｵﾀ ﾚｲｲﾁ 千歳市 2:16:26

340 6458 松村 義実 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾐ 千歳市 2:16:32

341 5104 米村 有三 ﾖﾈﾑﾗ ﾕｳｿﾞｳ 千葉県 2:16:58

342 6152 谷口 哲弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:17:27

343 5028 高島 延仁 ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ 東京都 2:18:19

344 6191 松山 聡 ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ 苫小牧市 2:18:35

345 5342 細野 正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ ノベルズ 帯広市 2:19:21

346 6205 北原 和義 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 2:19:25

347 6081 宮城 仁 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾄｼ 札幌市 2:19:28

348 6427 伊藤 利裕 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 千歳市 2:20:09

349 5072 高林 知生 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｵ 神奈川県 2:21:36

350 5943 遠山 剛 ﾄｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 札幌市 2:21:51
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351 6446 手塚 敦祥 ﾃﾂﾞｶ ｱﾂﾖｼ 千歳市 2:22:52

352 5142 畔柳 伸行 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:23:49

353 5203 石橋 謙輔 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 佐賀県 2:24:05

354 5896 藤田 和久 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ アトリエアク 小樽市 2:24:32

355 5047 伊坂 琢也 ｲｻｶ ﾀｸﾔ 東京都 2:25:13

356 5993 今井 信 ｲﾏｲ ﾏｺﾄ ジュエル 札幌市 2:25:16

357 6485 杉下 誠基 ｽｷﾞｼﾀ ｾｲｷ 千歳市 2:25:51

358 5586 千代川 丈士 ﾁﾖｶﾜ ﾀｹｼ 札幌市 2:26:14

359 5427 松永 秀昭 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 2:26:15

360 6127 明上山 玄 ﾐｮｳｼﾞｮｳﾔﾏ ｹﾝ 札幌市 2:27:47

361 5133 小川原 英夫 ｵｶﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ ＲＵＮハレルヤ 埼玉県 2:27:48

362 5844 小野寺 幸司 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｼﾞ あいの里 札幌市 2:28:21

363 6228 勝田 成久 ｶﾂﾀ ﾅﾙﾋｻ 札幌市 2:28:40

364 6479 森下 勉 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾄﾑ 千歳市 2:32:10

365 6249 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 札幌市 2:32:25

366 5803 葭原 崇 ﾖｼﾊﾗ ﾀｶｼ 札幌市 2:33:09

367 5135 高見澤 昇 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 長野県 2:36:11

367 6161 角 圭輔 ｶﾄﾞ ｹｲｽｹ ＫＳＫ 札幌市 2:36:11

369 6257 植松 佳郎 ｳｴﾏﾂ ﾖｼﾛｳ 安平町 2:49:52

370 6209 山本 達洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 夕張市立診療所 札幌市 2:50:26

371 6256 金子 尚 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 札幌市 2:54:09

372 6244 室谷 光治 ﾑﾛﾔ ｺｳｼﾞ ともか塾 札幌市 3:04:52
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