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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 5246 西條 建一 ｻｲｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 島．ＲＣ千歳 札幌市 1:05:29

2 5256 岡野 宏保 ｵｶﾉ ﾋﾛﾔｽ クラブＲ２東 札幌市 1:09:54

3 5266 宮島 一敏 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄｼ 札幌市 1:12:11

4 5285 山本 克俊 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾄｼ ＲＩＳＥ ＲＣ 深川市 1:12:48

5 5407 上杉 延嗣 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾌﾞﾂｸﾞ Ｎ十二楽走Ｔ 札幌市 1:13:32

6 5094 飯塚 充由 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾖｼ 千葉県 1:16:12

7 5298 筒井 光昭 ﾂﾂｲ ﾐﾂｱｷ ＪＡ道央 江別市 1:18:56

8 5308 内藤 佳美 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾐ 小樽自動車学校 小樽市 1:19:39

9 5330 柳沢 一弥 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 有限会魚長 函館市 1:20:01

10 6289 清水 卓郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾛｳ 千歳市 1:20:18

11 5120 岩崎 正昭 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ ちんすこう埼玉 埼玉県 1:20:36

12 6238 野澤 隆 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ 札幌市 1:21:01

13 5492 石田 良和 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 網走市 1:21:29

14 5487 加藤 治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ ガンバルかとう 札幌市 1:21:31

15 5336 熊谷 美治 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾊﾙ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 1:22:29

16 6292 佐野 宙 ｻﾉ ﾋﾛｼ ヌイちャイヤ 千歳市 1:22:51

17 5282 太田 智 ｵｵﾀ ｻﾄｼ フレングＲＣ 札幌市 1:22:59

18 5119 本木 浩久 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾋｻ 東京陸協 埼玉県 1:23:03

19 5497 中井 勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ 孝子ランナーズ 更別村 1:23:07

20 5287 宮本 眞二 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 道マラソンク 札幌市 1:23:23

21 5276 長尾 大樹 ﾅｶﾞｵ ﾀﾞｲｼﾞｭ バームス 室蘭市 1:23:41

22 6042 神部 健史 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｼﾞ チームシオン 札幌市 1:23:43

23 5519 長尾 昌生 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｷ 長尾家 恵庭市 1:23:53

24 5283 宮﨑 俊彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ サーカディアン 札幌市 1:23:56

25 5284 庄野 泰弘 ｼｮｳﾉ ﾔｽﾋﾛ ジェイコ北海道 札幌市 1:24:30

26 5139 西川 幸伸 ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ 愛知県 1:24:34

27 5363 水野 禎一 ﾐｽﾞﾉ ﾃｲｲﾁ 札幌市 1:25:13

28 5799 多田 逸三 ﾀﾀﾞ ｲﾂｿﾞｳ いぶりたすけ愛 登別市 1:25:37

29 6326 小谷内 清史 ｺﾔｳﾁ ｷﾖｼ 走Ｄｅｎａｉ会 千歳市 1:25:47

30 5368 石川 尚衛 ｲｼｶﾜ ﾅｵｴ 新）フリーラン 札幌市 1:26:07

31 5595 宮崎 幸男 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷｵ 帯広ランナーズ 帯広市 1:26:10

32 5488 湯原 勇夫 ﾕﾊﾗ ｲｻｵ チームクワノミ 札幌市 1:26:56

33 5310 成田 正幸 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾕｷ ＲＵＮ－札幌 札幌市 1:27:05

34 5322 藤倉 稔 ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾉﾙ 水門クラブ 釧路市 1:27:16

35 5542 小野 雄一 ｵﾉ ﾕｳｲﾁ おのちゃん 伊達市 1:27:19

36 6287 村上 雄治 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:27:23

37 5375 堤 悌二 ﾂﾂﾐ ﾃｲｼﾞ 安平町 1:27:42

38 5633 柿田 弘之 ｶｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 苗穂ランナーズ 札幌市 1:27:58

39 5404 李 敬銖 ﾘ ｷｮﾝｽ 札幌市 1:28:38

40 5291 五十嵐 康己 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾐ 札幌厚生病院 札幌市 1:28:42

41 5294 大森 豊 ｵｵﾓﾘ ﾕﾀｶ Ｐ＆Ｌ＆Ｌ 札幌市 1:28:48

42 5414 釜澤 藤親 ｶﾏｻﾞﾜ ﾌｼﾞﾁｶ 北海道ＭＣ 札幌市 1:28:55

43 6312 小嶋 浩 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 1:29:22

43 5485 中野 悟 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ ３１０４クラブ 札幌市 1:29:22

45 5121 竹田 充恭 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 埼玉県 1:29:33

46 5325 菅原 彰一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 1:29:37

47 5359 坂本 将司 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 1:29:44

48 5425 山下 司 ﾔﾏｼﾀ ﾂｶｻ チビシオ 札幌市 1:30:00

49 5439 瀧川 太 ﾀｷｶﾜ ﾌﾄｼ ランラン 遠別町 1:30:20

50 5608 野呂 定寛 ﾉﾛ ｻﾀﾞﾋﾛ サトッチクラブ 札幌市 1:30:25
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51 5401 野崎 祐司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ の～さんず 札幌市 1:30:32

52 5362 服部 直樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 札幌市 1:30:34

53 5553 駒木 正与 ｺﾏｷ ﾏｻﾖ Ｉ・Ｗ・ＯＫ 函館市 1:31:10

54 6303 鎌田 吉一 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 1:31:17

55 5361 西原 勝司 ﾆｼﾊﾗ ｶﾂｼ 釧路市 1:31:35

56 5593 中田 征男 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ 恵庭市 1:31:53

57 5526 岡 孝博 ｵｶ ﾀｶﾋﾛ 恵庭市 1:31:58

58 5393 前田 靖 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ くるみ札幌 札幌市 1:32:05

59 5631 加藤 ひろし ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 恵庭走友会 恵庭市 1:33:11

60 5529 野副 義明 ﾉｿﾞｴ ﾖｼｱｷ 恵庭走友会 恵庭市 1:33:30

61 5500 永山 肇 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 小樽市 1:33:38

61 5431 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:33:38

63 5339 馬場 義昭 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｱｷ ＢＦＣ 札幌市 1:33:43

64 5372 熊谷 久治 ｸﾏｶﾞｲ ｷｭｳｼﾞ Ｑさつかり 札幌市 1:33:48

65 5567 小路谷 勇 ｺｳｼﾞﾔ ｲｻﾑ 札幌市 1:34:09

66 6333 持田 泰司 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 千歳市 1:34:28

67 5807 内田 淳 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ラグバイ 札幌市 1:34:39

68 5531 櫛田 淳 ｸｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 恵庭市 1:35:00

69 5509 檜森 昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 苫小牧市 1:35:18

70 5636 木村 秀一 ｷﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ ダイヤＭＭＢＣ 札幌市 1:35:23

71 6342 佐々木 一彦 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｺ 千歳市 1:35:43

72 5499 井本 進 ｲﾓﾄ ｽｽﾑ 錦多峰ラン 苫小牧市 1:35:56

72 5493 浅利 将充 ｱｻﾘ ﾏｻﾐﾂ 恵庭市 1:35:56

74 5579 原田 良一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 札幌走ろう会 札幌市 1:36:06

75 5766 池田 隆 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 1:36:14

76 6472 山田 芳裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 千歳市 1:36:26

77 5668 藤井 雅典 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:36:29

78 5754 地引 春人 ﾁﾞﾋﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 函館市 1:36:37

79 5424 千葉 昭彦 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｺ ヤキオレ会 札幌市 1:36:49

80 6351 小野 生 ｵﾉ ｾｲ ９８クロカン 千歳市 1:37:03

81 5671 槻館 英一 ﾂｷﾀﾞﾃ ｴｲｲﾁ 松前サクラ 松前町 1:37:07

82 5010 野呂 次男 ﾉﾛ ﾂｷﾞｵ 東京都 1:37:25

83 5015 小野 勝志 ｵﾉ ｶﾂｼ 東京都 1:37:28

84 5746 小松 国次 ｺﾏﾂ ｸﾆﾂｸﾞ 札幌市 1:37:35

85 6335 鈴木 秀明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千歳市 1:37:44

86 5732 今野 良彦 ｺﾝﾉ ﾖｼﾋｺ 帯広市 1:37:49

87 6223 斉藤 喜末雄 ｻｲﾄｳ ｷﾐｵ 函館市 1:38:03

88 6463 伊藤 隆雄 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 千歳桂病院 千歳市 1:38:07

89 5327 大西 一美 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾐ 江別市 1:38:09

90 5749 高山 彰彦 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＳＨＡＴ札幌 札幌市 1:38:15

91 5113 大友 英康 ｵｵﾄﾓ ﾋﾃﾞﾔｽ 茨城県 1:38:24

92 6068 布施 唯隆 ﾌｾ ﾀﾀﾞﾀｶ 旭川市 1:38:30

93 5639 長井 秀憲 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌エクセルＲ 札幌市 1:38:36

94 5188 井上 裕吉 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷﾁ 鳥取県 1:38:45

95 5477 田之畑 忠年 ﾀﾉﾊﾀ ﾀﾀﾞﾄｼ 日本林業土木 札幌市 1:38:48

96 5228 河野 博 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 1:38:54

97 6105 平岡 俊之 ﾋﾗｵｶ ﾄｼﾕｷ 札幌市 1:39:11

98 5436 山下 正 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞｼ エムアンドエフ 倶知安町 1:39:24

99 5972 渋谷 一博 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 釧路市 1:39:25

100 5486 伊澤 敏穂 ｲｻﾞﾜ ﾄｼｵ リンタロウＲＣ 北広島市 1:39:39
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101 5589 鳴海 忠 ﾅﾙﾐ ﾀﾀﾞｼ ルチアーノＲＣ 札幌市 1:39:48

102 5590 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 北海道フーズ 士幌町 1:39:59

103 5761 松谷 敏 ﾏﾂﾔ ｻﾄｼ 北広島市 1:40:15

104 5369 三井 直義 ﾐﾂｲ ﾀﾀﾞﾖｼ 帯広市 1:40:16

105 5774 片岡 邦雄 ｶﾀｵｶ ｸﾆｵ 苫小牧市 1:40:17

106 5695 和田 亨 ﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 林道闘魂会 恵庭市 1:40:25

107 5669 長内 孝博 ｵｻﾅｲ ﾀｶﾋﾛ コリチャンズ 恵庭市 1:40:38

108 6336 橋本 道幸 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾕｷ 千歳市 1:40:52

109 5879 松田 幸一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:40:55

109 5727 中津 信雄 ﾅｶﾂ ﾉﾌﾞｵ プー太郎 札幌市 1:40:55

111 5725 一関 勉 ｲﾁﾉｾｷ ﾂﾄﾑ 北海道ＭＣ 札幌市 1:41:00

112 6344 正 勝己 ｼｮｳ ｶﾂﾐ 千歳市 1:41:12

113 6306 酒井 鶴美 ｻｶｲ ﾂﾙﾐ 千歳市 1:41:14

114 6346 阿部 武男 ｱﾍﾞ ﾀｹｵ ＣＴＳＡＰ 千歳市 1:41:29

115 6322 小林 幸一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 長都駅前 千歳市 1:41:55

116 5645 坂田 諭 ｻｶﾀ ｻﾄｼ 札幌市 1:42:25

117 5539 笹嶋 敏明 ｻｻｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:42:32

118 5806 田中 三英 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾃﾞ 札幌市 1:42:51

119 5258 福士 忠昭 ﾌｸｼ ﾀﾀﾞｱｷ 道マラソンク 札幌市 1:43:01

120 5651 嘉屋 英夫 ｶﾔ ﾋﾃﾞｵ 恵庭走友会 恵庭市 1:43:04

120 5365 蓮池 敏昭 ﾊｽｲｹ ﾄｼｱｷ 長沼クラブ 長沼町 1:43:04

122 5969 平野 覚 ﾋﾗﾉ ｻﾄﾙ 札幌市 1:43:07

122 5839 中西 新一 ﾅｶﾆｼ ｼﾝｲﾁ 函館市 1:43:07

124 5187 郡山 俊昭 ｺｵﾘﾔﾏ ﾄｼｱｷ 日医ジョガーズ 兵庫県 1:43:09

125 6168 石田 真也 ｲｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 住友不動産建物 札幌市 1:43:13

126 5888 神野 敏美 ｶﾐﾉ ﾄｼﾐ 走快倶楽部 札幌市 1:43:21

127 5935 横田 和裕 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:43:22

128 5899 谷内 雅美 ﾀﾆｳﾁ ﾏｻﾐ 音更町 1:43:31

128 5510 鈴木 武雄 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 札幌時計台 札幌市 1:43:31

130 5742 福原 章訓 ﾌｸﾊﾗ ｱｷﾉﾘ 帯広市 1:43:32

131 5862 大島 恒夫 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 札幌市 1:43:42

132 6144 渡部 和男 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽﾞｵ 札幌市 1:43:59

133 5099 織田 稔 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 1:44:00

134 5533 間瀬 正行 ﾏｾ ﾏｻﾕｷ チームお湯っこ 江別市 1:44:01

135 6432 蒲澤 修一 ｶﾞﾏｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 桜木ＲＣ 千歳市 1:44:06

136 5024 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ＪＡＬ ＲＣ 東京都 1:44:10

137 6076 佐藤 典義 ｻﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 札幌市 1:44:15

138 6100 大館 慶二 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 苫小牧市 1:44:18

139 5444 鈴木 亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ ＷＪ６２７ 江別市 1:44:31

140 5740 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:44:35

141 5773 田川 芳紀 ﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ エスマラソ部部 江別市 1:44:40

142 5885 近藤 慶則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 美幌町 1:44:50

143 5521 水戸部 功 ﾐﾄﾍﾞ ｲｻｵ 札幌市 1:44:54

144 6465 西垣 行夫 ﾆｼｶﾞｷ ﾕｷｵ 千歳市 1:45:02

145 5779 丹羽 潤 ﾆﾜ ｼﾞｭﾝ ジュンラン 札幌市 1:45:09

146 5960 伊藤 良美 ｲﾄｳ ﾖｼﾐ 茂辺地 函館市 1:45:12

147 5920 高木 淳一 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＪＳＨＡ 札幌市 1:45:15

148 5551 吉田 祐治 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 1:45:27

148 5571 亀村 愛郎 ｶﾒﾑﾗ ｱｲｵ 赤レンガ走友会 札幌市 1:45:27

150 5569 増田 健治 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ますだ鍼灸院 札幌市 1:45:44
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151 5867 網谷 和彦 ｱﾐﾔ ｶｽﾞﾋｺ 北の大地支部 札幌市 1:45:50

152 5546 森川 清志 ﾓﾘｶﾜ ｷﾖｼ 札幌市 1:45:55

153 5878 大江 剛 ｵｵｴ ﾀｹｼ チームにゃん 札幌市 1:46:12

154 6174 斎藤 誠一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ ＹＵＭＡ 室蘭市 1:46:34

155 5875 阿曽 清 ｱｿ ｷﾖｼ 石狩市 石狩市 1:46:44

155 6356 津島 栄樹 ﾂｼﾏ ｴｲｷ ＦＪコンポ 千歳市 1:46:44

157 5731 岡田 英昭 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩見沢市 1:46:45

158 5728 畑出 光野 ﾊﾀﾃﾞ ﾐﾂﾉ 室蘭市 1:46:58

159 5762 熊谷 憲橘 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｷﾂ ＪＵＳ 札幌市 1:47:16

160 6153 齊藤 安弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 恵庭市 1:47:21

161 6422 熊谷 和男 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 年金倶楽部 千歳市 1:47:24

162 5802 立島 正洋 ﾀﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 道マラソンクラ 札幌市 1:47:33

163 5143 塩路 哲也 ｼｵｼﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県 1:47:46

164 6172 久古 公規 ｷｭｳｺ ｷﾐﾉﾘ 帯広市 1:47:49

165 6448 田嶋 平 ﾀｼﾏ ﾀｲﾗ 空自生徒１１期 千歳市 1:47:54

166 6022 安藤 賢一 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:47:57

167 5034 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 東京都 1:47:59

168 5215 菅原 辰之 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾕｷ 宮城県 1:48:03

169 5843 小林 為五郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾒｺﾞﾛｳ 旭川市 1:48:07

170 5649 豊田 雅宏 ﾄﾖﾀ ﾏｻﾋﾛ マキタ設計 札幌市 1:48:13

171 5616 外崎 則之 ﾄﾉｻｷ ﾉﾘﾕｷ ノナガセ 札幌市 1:48:20

172 6334 浦 時雄 ｳﾗ ﾄｷｵ 千歳市 1:48:21

173 5775 石垣 徳哉 ｲｼｶﾞｷ ﾄｸﾔ 札幌市 1:48:38

174 5227 長屋 純市 ﾅｶﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:48:40

174 5373 岸 則和 ｷｼ ﾉﾘｶｽﾞ 七飯 七飯町 1:48:40

176 5745 石部 善輝 ｲｼﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ 札幌市 1:48:41

177 6305 山田 信雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 千歳市 1:48:44

178 5841 釜台 孝志 ｶﾏﾀﾞｲ ﾀｶｼ ＴＥＡＭまえだ 函館市 1:48:46

179 6103 小屋端 史朗 ｺﾔﾊﾞﾀ ｼﾛｳ ワタキュー薬局 札幌市 1:49:08

180 5154 粟谷 清輝 ｱﾜﾔ ｾｲｷ 滋賀県 1:49:09

181 5628 野尻 和孝 ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾀｶ 山鼻走友会 札幌市 1:49:11

181 6061 鎌田 龍彦 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 苫小牧気分走会 苫小牧市 1:49:11

183 5853 齊藤 幸弘 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ ＪＯＹＦＩＴ 札幌市 1:49:17

184 6393 上原 健二 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 千歳市 1:49:27

185 6065 石澤 正三 ｲｼｻﾞﾜ ｼｮｳｿﾞｳ つうけん 石狩市 1:49:29

186 5070 西田 勇 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ 神奈川県 1:49:33

187 5670 沼田 泰明 ﾇﾏﾀ ﾔｽｱｷ 北設 札幌市 1:49:36

188 5067 斎藤 慎 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:49:40

189 5688 渡辺 靖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ ＹＭＯＳＣ 札幌市 1:49:45

190 5063 代田 純 ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝ 駒澤大学教員 神奈川県 1:50:09

191 5838 宮城 則芳 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘﾖｼ 苫小牧市 1:50:13

192 5126 小林 義憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:50:18

193 5864 東 正則 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 北郷東 札幌市 1:50:19

194 5930 川村 雅宏 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 江別市 1:50:23

195 5805 阿部 弘 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ ４４倶楽部 札幌市 1:50:27

196 6378 中山 勉 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ サイエン３１ 千歳市 1:50:30

197 5395 菅原 利浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ ランランクラブ 札幌市 1:50:33

198 5066 豊田 憲二 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:50:37

199 5130 三平 隆 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶｼ 埼玉県 1:50:51

200 5530 土肥 高雄 ﾄﾞﾋ ﾀｶｵ 札幌市 1:51:11
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201 5916 今川 昭夫 ｲﾏｶﾞﾜ ｱｷｵ 札幌市 1:51:13

202 6092 桜庭 昭 ｻｸﾗﾊﾞ ｱｷﾗ 道マラソンク 札幌市 1:51:20

203 5566 渡邉 明春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾊﾙ 札幌市 1:51:23

204 5029 雨ヶ崎 敦志 ｱﾏｶﾞｻｷ ｱﾂｼ 東京都 1:51:26

205 5723 佐々木 伸 ｻｻｷ ｼﾝ 当別町 1:51:41

206 5909 佐々木 元春 ｻｻｷ ﾓﾄﾊﾙ アクト 札幌市 1:51:57

207 5568 山田 隆二 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 北広島市 1:52:28

208 5137 名古 良輔 ﾅｺﾞ ﾘｮｳｽｹ あいあい眼科 静岡県 1:52:48

209 5957 諸岡 勝重 ﾓﾛｵｶ ｶﾂｼｹﾞ 札幌市 1:52:58

209 6462 藤根 稔 ﾌｼﾞﾈ ﾐﾉﾙ 千歳市 1:52:58

211 6132 中島 隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 北広島市 1:53:00

212 5081 小林 裕之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:53:01

213 5777 美馬 郁夫 ﾐﾏ ｲｸｵ 池田煖房 札幌市 1:53:23

214 5558 大谷 俊之 ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾕｷ あじぱんだ 札幌市 1:53:30

215 5112 島根 和男 ｼﾏﾈ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:53:35

216 5726 藤田 健慈 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ なよろアニモ 名寄市 1:53:58

217 5908 若山 省一 ﾜｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ （株）幸栄工業 今金町 1:54:22

218 5890 前東 昭 ﾏｴﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ いきいき行動隊 江別市 1:54:44

219 6368 三國 文彦 ﾐｸﾆ ﾌﾐﾋｺ 千歳スキー連盟 千歳市 1:54:46

220 5733 北野 英美 ｷﾀﾉ ﾋﾃﾞﾐ ホロムイ 岩見沢市 1:54:56

221 5922 米田 幹寛 ﾖﾈﾀ ﾐｷﾋﾛ 札幌市 1:54:59

222 5992 加藤 友義 ｶﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 札幌市 1:55:01

223 5979 麻生川 哲也 ｱｿｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ Ｓランニング部 恵庭市 1:55:22

224 5370 岩澤 晶彦 ｲﾜｻﾜ ｱｷﾋｺ 札幌市 1:55:30

225 5656 小野寺 徹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｵﾙ 大野小学校 北斗市 1:55:33

226 5880 田巻 成男 ﾀﾏｷ ﾅﾙｵ 札幌市 1:55:36

227 6387 坂田 彰一 ｻｶﾀ ｼｮｳｲﾁ 夢想直伝英信流 千歳市 1:55:49

227 6142 中村 今朝良 ﾅｶﾑﾗ ｹｻﾖｼ 北広島市 1:55:49

229 6102 相原 邦昭 ｱｲﾊﾗ ｸﾆｱｷ 札幌市 1:55:51

230 5900 松澤 好隆 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ ＲＵＮー札幌 札幌市 1:55:53

231 5988 阿部 淳 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 1:56:12

232 5765 西田 政仁 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ ＮＴアシスト 札幌市 1:56:19

233 6044 瀬賀 英嗣 ｾｶﾞ ﾋﾃﾞｼ 札幌市 1:56:22

234 5149 春日井 幹雄 ｶｽｶﾞｲ ﾐｷｵ 愛知県 1:56:26

235 5107 伊藤 進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 千葉県 1:56:31

236 6087 常俊 利広 ﾂﾈﾄｼ ﾄｼﾋﾛ 札幌市 1:56:39

236 6115 井口 浩次 ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 恵庭市 1:56:39

238 6086 柴 敏之 ｼﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 旭川市 1:56:45

239 5128 中村 博喜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ わらび走友会 埼玉県 1:56:55

240 6066 伊藤 敏明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 苫小牧市 1:56:57

241 5642 藤沢 英世 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾖ ことしで７回目 札幌市 1:57:11

242 6012 柘植 正敏 ﾂｹﾞ ﾏｻﾄｼ 札幌市 1:57:24

243 6386 富山 等 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾄｼ 千歳市 1:57:42

244 5828 笠原 重実 ｶｻﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 帯広市 1:57:51

245 5643 今田 輝昭 ｲﾏﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 札幌市 1:57:56

246 5701 青野 元 ｱｵﾉ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 1:57:57

247 5856 諸橋 史尋 ﾓﾛﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 札幌市 1:58:22

248 5925 松下 秀昭 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ ルーク 恵庭市 1:58:48

249 6490 井上 正雄 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 千歳市 1:58:53

250 5697 川島 公治 ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ チームのろし 石狩市 1:59:01
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251 5924 齋藤 操 ｻｲﾄｳ ﾐｻｵ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:59:03

252 5763 佐藤 敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 佐藤敏明税理士 札幌市 1:59:17

253 5791 中西 道岳 ﾅｶﾆｼ ﾐﾁﾀｹ 札幌市 1:59:31

254 5931 渡部 泰久 ﾜﾀﾍﾞ ﾔｽﾋｻ 青空ランニング 北広島市 1:59:39

255 5106 彦阪 衛 ﾋｺｻｶ ﾏﾓﾙ チームＨＩＫＯ 千葉県 1:59:41

256 6001 長嶺 雅明 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻｱｷ 野幌森林走会 札幌市 2:00:37

257 6208 藤井 和哉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ ＨＯＰＥ 札幌市 2:00:41

258 5190 和田 裕道 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 徳島県 2:00:48

259 6077 斎藤 雅昭 ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 新川 札幌市 2:00:52

260 6155 石山 幸夫 ｲｼﾔﾏ ﾕｷｵ ＨＤＣ 札幌市 2:01:01

261 6072 小山 拓 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 江別市 2:02:07

261 5835 清水口 進 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｽｽﾑ 岩見沢見晴町会 岩見沢市 2:02:07

263 6113 泉 正明 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 札幌市 2:02:10

264 5730 梅田 勝博 ｳﾒﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 岩見沢市 2:02:22

265 6243 山本 禎信 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 由仁町 2:02:29

266 5083 樋口 哲郎 ﾋｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 2:02:54

267 5882 谷口 隆 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 函館市 2:03:01

268 5518 谷口 誠伸 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾝ 札幌市 2:03:19

268 5076 土屋 文男 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｵ 神奈川県 2:03:19

270 5115 小田部 公宣 ｺﾀﾍﾞ ｷﾐﾉﾘ 関東ソフト 茨城県 2:03:40

271 6376 加家壁 弘志 ｶﾔｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 千歳市 2:03:46

272 5764 河合 宣孝 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 2:04:07

273 6419 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 千歳市 2:04:11

274 6088 村田 信之 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 村田信之 札幌市 2:04:52

275 5516 井上 好二 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:04:56

276 6167 藤田 正司 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 2:05:09

277 5868 岩崎 正志 ｲﾜｻｷ ﾏｻｼ 札幌市 2:05:18

278 6111 奥山 勝典 ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 苫小牧市 2:05:34

279 5939 大川 純五 ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ ナイアガラ 札幌市 2:05:35

280 5712 森岡 文夫 ﾓﾘｵｶ ﾌﾐｵ ＦＨＣ＠ＲＵＮ 札幌市 2:05:57

281 6377 深谷 聖一 ﾌｶﾔ ｾｲｲﾁ 金太郎一家 千歳市 2:05:58

282 6383 鎌田 英雄 ｶﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 冬遊教 千歳市 2:06:07

283 5166 神並 健次郎 ｶﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大阪府 2:06:15

284 6164 久保田 雄次 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ ウイズ 札幌市 2:06:56

285 6040 近藤 政司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼﾞ 札幌市 2:07:17

286 5859 畠 宏 ﾊﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 2:07:19

287 5108 持田 哲郎 ﾓﾁﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ ニッポンランナ 千葉県 2:07:46

288 5101 中村 民生 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｵ 千葉県 2:08:19

289 5955 千葉 晋 ﾁﾊﾞ ｽｽﾑ 北広島市 2:08:31

290 6215 浜田 毅 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 自然倶楽部 札幌市 2:08:36

291 5046 加納 宏一 ｶﾉｳ ｺｳｲﾁ 名瀬走遊の会 東京都 2:08:40

292 5164 西岡 真司 ﾆｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 大阪府 2:08:58

293 5850 山田 和則 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 2:09:44

294 6024 松本 彦之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ポチポポ 札幌市 2:09:46

294 6150 北島 茂 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 江別市 2:09:46

296 5797 木村 純一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 函館市 2:09:52

297 5873 木幡 吉則 ｺﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 2:10:19

297 6477 鐵原 透 ﾃﾂﾊﾗ ﾄｵﾙ 千歳市 2:10:19

299 6166 角野 耕次 ｶｸﾉ ｺｳｼﾞ 伸ちゃんチーム 札幌市 2:10:23

300 5989 早川 強 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾖｼ 札幌市 2:10:59
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301 6444 山﨑 晃 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾗ 千歳市 2:11:00

302 5039 但木 康時 ﾀﾀﾞｷ ﾔｽｼﾞ 東京都 2:11:07

303 5886 小山 洋雄 ｺﾔﾏ ﾋﾛｵ 北見市 2:11:27

304 5205 中移 慶介 ﾅｶｳﾂﾘ ｹｲｽｹ 鹿児島県 2:11:38

305 6000 等々力 順祐 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾖﾘｽｹ ＲＵＮ― 札幌 札幌市 2:11:46

306 5141 沢辺 幹和 ｻﾜﾍﾞ ﾐｷｶｽﾞ 愛知県 2:11:59

307 6390 山本 保 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾂ 千歳市 2:12:36

308 6057 村田 守 ﾑﾗﾀ ﾏﾓﾙ チームＭＳＲ 登別市 2:12:50

309 6412 有馬 寿夫 ｱﾘﾏ ﾋｻｵ 長沼クラブ 千歳市 2:13:04

310 6136 佐藤 治人 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 北広島市 北広島市 2:13:12

310 6173 野呂 善信 ﾉﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:13:12

312 6148 阪野 俊治 ｻｶﾉ ﾄｼﾊﾙ オフィス阪野 札幌市 2:13:14

313 6116 我妻 公裕 ﾜｶﾞﾂﾏ ｷﾐﾋﾛ 江別市 2:13:36

314 5842 吉川 芳弘 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 札幌交通 札幌市 2:14:01

315 6251 井川 毅 ｲｶﾞﾜ ﾂﾖｼ こぶし建設 札幌市 2:14:10

316 6236 宇佐美 修一 ｳｻﾐ ｼｭｳｲﾁ 宅配クック苫小 苫小牧市 2:14:27

317 5804 谷津 光俊 ﾔﾂ ﾐﾂﾄｼ 札幌市 2:14:42

318 5808 小野寺 正裕 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 小樽市 2:15:30

319 5741 太田 喜予承 ｵｵﾀ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市 2:16:46

320 6054 高野 英哉 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞﾔ 札幌市 2:16:48

321 6083 石黒 一満 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐﾂ ＡＷ千歳 恵庭市 2:16:54

322 6123 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 伊藤組土建企画 札幌市 2:16:59

323 6055 定蛇 賢一 ｼﾞｮｳｼﾞｬ ｹﾝｲﾁ ゆっくり～ず 札幌市 2:17:03

324 5911 川原 一晃 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ ＲＵＮにゃーず 札幌市 2:17:16

325 5968 上野 幸裕 ｳｴﾉ ﾕｷﾋﾛ かほまほのパパ 札幌市 2:17:17

326 5037 藤田 幸生 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｵ 東京都 2:17:52

327 5196 岳 和寿 ﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県 2:17:54

328 5199 佐藤 敏哉 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 美野島ランナー 福岡県 2:17:59

329 6145 今野 光明 ｺﾝﾉ ﾐﾂｱｷ 藤ヶ丘ＲＣ 札幌市 2:18:39

330 5942 鈴木 伸二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 江別市 2:18:52

331 6234 泊 茂雄 ﾄﾏﾘ ｼｹﾞｵ 札幌市 2:18:55

332 5717 金田 浩 ｶﾈﾀ ﾋﾛｼ 幸栄住宅 札幌市 2:18:57

333 5179 小西 満 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ 兵庫県 2:19:28

334 6170 山田 康逸 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾂ 函館市 2:20:14

335 5127 高橋 邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 埼玉県 2:21:53

336 6169 高橋 尋重 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼｹﾞ 札幌市 2:22:11

337 5894 武田 光泰 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾔｽ 札幌市 2:22:25

338 6203 菊地 秀悦 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｴﾂ 運輸サポート 当別町 2:22:54

339 5172 星野 輝孝 ﾎｼﾉ ﾃﾙﾀｶ 全日空 京都府 2:23:16

340 5811 飛田 康彦 ﾄﾋﾞﾀ ﾔｽﾋｺ ＳＡＰＡ 札幌市 2:23:20

341 5954 丹治 正夫 ﾀﾝｼﾞ ﾏｻｵ 札幌市 2:23:40

341 6125 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 札隆 札幌市 2:23:40

343 6089 齊藤 榮吉 ｻｲﾄｳ ｴｲｷﾁ 札幌市 2:23:52

344 5815 馬場 清哉 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ 札歯スキー部 札幌市 2:24:42

345 6460 池田 高雄 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｵ チームだるま 千歳市 2:25:16

346 6254 平尾 末廣 ﾋﾗｵ ｽｴｼﾛ 札幌市 2:25:21

347 6146 渡邊 悌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 札幌市 2:25:37

348 6119 南出 辰夫 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀﾂｵ 北洋銀洋友会 札幌市 2:25:47

349 6182 岡川 秀幸 ｵｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 佐藤建設管理 札幌市 2:26:06

350 5635 福田 聖哉 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 伴フレ札幌 札幌市 2:26:46
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351 5008 宇夫方 兼治 ｳﾌﾞｶﾀ ｹﾝｼﾞ 下北沢クラブ 東京都 2:27:12

352 5840 斎藤 昌幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 江別市 2:27:21

353 5150 前田 浩 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 2:27:39

354 6202 関谷 信宏 ｾｷﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 2:27:54

355 6188 山本 鉄雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ ＮＰＯえがお 帯広市 2:27:57

356 6110 尾藤 哲夫 ﾋﾞﾄｳ ﾃﾂｵ 中標津十二楽走 中標津町 2:28:19

357 5041 横田 直人 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄ 東京都 2:28:45

358 6187 稲見 昇 ｲﾅﾐ ﾉﾎﾞﾙ ＲＵＮー札幌 札幌市 2:29:27

359 6232 坂口 侑禧 ｻｶｸﾁ ﾕｳｷ 恵庭市 2:29:35

360 5950 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ ＹＯＭＩ北海道 札幌市 2:31:41

361 6178 久保 隆雄 ｸﾎﾞ ﾀｶｵ 銭函海岸通り 小樽市 2:31:56

362 6253 三澤 英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広ＲＣ 北広島市 2:34:41

363 6183 出張 憲一 ﾃﾞﾊﾘ ｹﾝｲﾁ 札幌市 2:35:44

364 5086 坂本 雅俊 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 2:38:25

365 6240 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ ユックリ走る会 室蘭市 2:38:42

366 5036 荒木 光徳 ｱﾗｷ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 2:40:07

367 6235 髙橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 苫小牧市 2:40:48

368 5990 岡田 建治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 岡田税理士 苫小牧市 2:43:42

369 5087 飛澤 信也 ﾄﾋﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 神奈川県 2:45:52

370 5520 小原 寿一 ｺﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ ＳＳＣ走友会 札幌市 2:47:41

371 5027 川上 良治 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾊﾙ 東京都 2:48:05

372 6098 藤本 貞男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾀﾞｵ 札幌市 2:51:19

373 5184 牧野 清 ﾏｷﾉ ｷﾖｼ 兵庫県 2:52:01

374 5045 三成 紀夫 ﾐﾅﾘ ﾉﾘｵ 東京都 2:55:36

375 5073 達川 淳一 ﾀﾂｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:56:53

376 5185 大家 卓 ｵｵﾔ ﾀｶｼ 兵庫県 2:57:09

377 5049 阿部 光夫 ｱﾍﾞ ﾐﾂｵ 東京都 2:59:35

378 6112 加藤 正光 ｶﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 苫小牧市 3:02:22

379 5048 荒川 力 ｱﾗｶﾜ ﾁｶﾗ 東京都 3:07:35

380 5050 山岡 義典 ﾔﾏｵｶ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:10:28

381 6258 難波 芳道 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾐﾁ 北海道赤十字 札幌市 3:15:08

382 5208 久米 仁司 ｸﾒ ﾋﾄｼ 壺川クラブ 沖縄県 3:24:44

383 6489 高村 武仁 ﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 千歳市 4:08:17
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