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1 5221 高橋 孝弘 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 作．ＡＣ旭川 旭川市 0:54:59

2 6270 藤井 太雅 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 千歳市 0:55:04

3 5239 木村 直也 ｷﾑﾗ ﾅｵﾔ 滝川市役所 滝川市 0:56:28

4 5156 小林 健斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 大阪陸協 大阪府 0:58:14

5 6271 本間 公博 ﾎﾝﾏ ｷﾐﾋﾛ 千歳市役所 千歳市 1:01:11

6 6274 金平 拓磨 ｶﾈﾋﾗ ﾀｸﾏ 千歳市 1:02:32

7 5242 前川 葵志 ﾏｴｶﾜ ｱｵｼ 芽室町 1:02:33

8 5229 網谷 勇俊 ｱﾐﾔ ﾀｹﾄｼ ＴＷＩＳＴ 札幌市 1:02:47

9 5259 松浦 彰 ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳ 苫東石油備蓄 苫小牧市 1:03:35

10 5238 原田 聖矢 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ 中富良野町 1:04:04

11 5241 鈴木 啓司 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:04:34

12 5247 原田 翼 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 川守田パンＲＣ 札幌市 1:04:45

13 6276 山田 裕樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千歳市 1:04:46

14 5267 清水 優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ コロ茶 北広島市 1:05:40

15 6284 中嶋 拓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸ 千歳市 1:10:33

16 5914 宮島 優太 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 札幌市 1:11:14

17 5433 藤松 憲吾 ﾌｼﾞﾏﾂ ｹﾝｺﾞ いわみざわ 岩見沢市 1:11:21

18 5624 佐々木 修太 ｻｻｷ ｼｭｳﾀ 長沼町 1:11:25

19 6263 浅野 淳 ｱｻﾉ ｱﾂｼ ＡＬＲＡＩＣＡ 遠軽町 1:11:31

20 5377 渡邊 祥登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾄ 恵庭市 1:12:06

21 5587 松原 圭吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ 倶知安町 1:12:21

22 5313 瀬ノ上 航輔 ｾﾉｳｴ ｺｳｽｹ 岩見沢市 1:12:29

23 6311 斉藤 進仁 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾄ 千歳市 1:12:37

24 6337 小林 正侑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 千歳市 1:13:08

25 5702 池田 直人 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 倶知安町 1:13:38

26 6495 星野 裕登 ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ 千歳市 1:14:41

27 6281 板垣 龍磨 ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳﾏ 千歳市 1:14:48

28 6301 磯貝 啓斗 ｲｿｶﾞｲ ｹｲﾄ 恵庭北 千歳市 1:15:25

29 5402 熊木 啓太 ｸﾏｷ ｹｲﾀ 札幌市 札幌市 1:15:38

30 5458 家冨 友貴 ｲｴﾄﾐ ﾕｳｷ ＪＲ北海道 函館市 1:16:14

30 6269 金丸 大河 ｶﾅﾏﾙ ﾀｲｶﾞ 千歳市 1:16:14

32 6310 大山 怜桜 ｵｵﾔﾏ ﾚｵ 千歳市 1:17:05

33 5962 大川 陸 ｵｵｶﾜ ﾘｸ 裏とりす 恵庭市 1:17:18

34 6459 小平 直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ 千歳市 1:17:35

35 6318 佐藤 琉星 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 千歳市 1:18:09

36 5576 猪貝 優介 ｲﾉｶｲ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:19:43

37 5356 金山 倹汰郎 ｶﾅﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ エスマラソン部 札幌市 1:19:50

38 5684 佐藤 由隆 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:20:19

39 6428 木田 貴之 ｷﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千歳市 1:20:26

40 5297 志水 崇浩 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ライフライン 函館市 1:20:42

41 6407 菊池 崚太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ モテたい～ズ 千歳市 1:20:53

41 6408 橋本 一康 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｺｳ モテたい～ズ 千歳市 1:20:53

43 5525 清水 悠貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 札幌市 1:21:00

44 6064 佐藤 颯馬 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 江別市 1:21:22

45 6200 竹下 竜矢 ﾀｹｼﾀ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:21:39

46 6361 鑓河内 健太 ﾔﾘｶﾜﾁ ｹﾝﾀ 千歳市 1:22:02

47 6520 塩澤 悟 ｼｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 倶知安町 1:22:20

48 6131 東村 賢人 ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｹﾝﾄ 札幌市 1:22:45

49 6128 山本 崇之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:23:08

50 5676 加藤 晴希 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 札幌啓成 札幌市 1:23:41
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51 6047 吉川 唱 ﾖｼｶﾜ ﾄﾅｴ 恵庭市 1:24:22

52 6261 豊高 正浩 ﾄﾖﾀｶ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:24:30

53 5528 柴田 康平 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 札幌旭丘高 札幌市 1:24:34

54 6010 山本 健人 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 札幌市 1:24:43

55 6308 大山 直桜 ｵｵﾔﾏ ﾅｵ 千歳市 1:24:46

56 5540 宮内 澪 ﾐﾔｳﾁ ﾚｲ 島松 恵庭市 1:24:48

57 5994 幸尾 宇人 ｺｳｵ ﾀｶﾄ 札幌市 1:25:13

58 5580 篠原 陸斗 ｼﾉﾊﾗ ﾘｸﾄ 北医サッカー部 札幌市 1:25:16

59 5626 古関 亮太 ｺｾｷ ﾘｮｳﾀ 北海道大学 札幌市 1:25:20

60 6135 寺垣 洸一朗 ﾃﾗｶﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ むろらん東郷 室蘭市 1:25:57

61 6401 三浦 颯大 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 千歳市 1:26:17

62 6501 川原 睦士 ｶﾜﾊﾗ ﾑｻｼ コンサ２０１ 千歳市 1:26:26

63 6096 奥田 大輝 ｵｸﾀﾞ ﾀｲｷ 北広島市 1:26:32

64 6328 村上 雄基 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 千歳市 1:26:38

65 5605 横井 佐祐 ﾖｺｲ ｻｽｹ 恵庭市 1:27:13

66 6514 渡邊 優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｸﾞﾙ 千歳市 1:27:18

67 5759 山本 翔平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 苫小牧市 1:27:23

68 6221 野崎 卓由 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ ＣＲＥ 札幌市 1:27:40

69 5971 鈴木 拓海 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 陸上自衛隊 恵庭市 1:27:42

70 5910 佐藤 宏樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大樹町 1:28:17

71 5496 伊藤 郁 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 根室市 1:28:24

72 5964 宮田 一輝 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:29:24

73 6048 平井 健四 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 札幌市 1:29:30

74 5503 中村 太祐 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 苫小牧市 1:30:00

75 5352 西村 昇悟 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:30:01

75 6285 渡辺 智貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 札幌ビジュアル 千歳市 1:30:01

77 5577 森本 康平 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 北海道大学 札幌市 1:31:19

78 5380 高尾 侑生 ﾀｶｵ ﾕｳ シャーボルト 長沼町 1:31:28

79 6353 黒木 寛之 ｸﾛｷ ﾋﾛﾕｷ 千歳市 1:32:09

80 5917 宮田 龍典 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳｽｹ 恵庭市 1:32:22

81 5837 上田 顕世 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 札幌市 1:32:28

82 5832 藤根 直道 ﾌｼﾞﾈ ﾅｵﾐﾁ 札幌市 1:32:29

83 5863 石崎 翼 ｲｼｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ チーム西園 札幌市 1:32:30

84 6442 安岡 良真 ﾔｽｵｶ ﾘｮｳﾏ 千歳市 1:32:49

85 5948 為国 一気 ﾀﾒｸﾆ ｲｯｷ フクダ電子 札幌市 1:33:18

86 6004 東 那明 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｱｷ 倶知安町 1:33:36

86 6005 岡本 海聖 ｵｶﾓﾄ ｶｲ 倶知安町 1:33:36

88 6006 三浦 壮 ﾐｳﾗ ｿｳ 倶知安町 1:33:37

88 6008 中村 享哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 倶知安町 1:33:37

90 5940 坂本 大樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 札幌市 1:33:48

90 6014 藤田 健吾 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 札幌市 1:33:48

92 6506 宮奥 光 ﾐﾔｵｸ ﾋｶﾙ 航空自衛隊 千歳市 1:34:15

93 6365 川上 弘樹 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 千歳市 1:34:17

94 5685 小松 重利 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾄｼ 札幌市 1:34:29

95 6516 清水 太朗 ｼﾐｽﾞ ﾀﾛｳ ヤギュウ 千歳市 1:34:31

96 6094 潮田 健 ｳｼｵﾀﾞ ｹﾝ 北広島市 1:34:36

97 5704 小松 亮太 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:34:38

98 5216 名波 登帝 ﾅﾜ ﾄﾓﾀﾀﾞ 山形県 1:34:40

99 5007 石川 翼 ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:35:05

100 5705 石渡 令 ｲｼﾜﾀﾘ ﾘｮｳ 札幌市 1:35:08
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101 6341 橋本 拓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 千歳市 1:35:14

102 5600 三木 茂信 ﾐｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 札幌市 1:35:18

103 6503 吉田 朋憲 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千歳市 1:35:21

104 6499 柳本 翔 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼｮｳ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

104 6500 楠田 蒼太 ｸｽﾀﾞ ｿｳﾀ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

104 6502 伊藤 卓優 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

107 5532 宮本 雄生 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 札幌市 1:35:47

108 5858 松本 雄太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 札幌市 1:36:16

109 6340 矢田郷 昌稔 ﾔﾀｺﾞｳ ﾏｻﾄｼ 千歳市 1:36:18

109 6494 山代 太誠 ﾔﾏｼﾛ ﾀｲｾｲ 千歳市 1:36:18

111 6505 梅田 悠生 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 航空自衛隊 千歳市 1:36:38

112 6140 小竹 拓実 ｺﾀｹ ﾀｸﾐ 札幌市 1:36:58

113 6246 塩崎 亮太 ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:37:10

114 6165 鶴田 裕人 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾄ 登別市 1:37:30

115 6507 高木 陽太 ﾀｶｷﾞ ﾖｳﾀ 千歳市 1:38:17

116 5476 渡邊 洸介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 札幌循環器病院 北広島市 1:38:26

117 6317 東野 雅樹 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻｷ 千歳市 1:39:30

118 5602 林 瑛司 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ 札幌市 1:39:45

119 6415 向田 直将 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 悦馬会 千歳市 1:40:03

120 5537 菊地 惟史 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞﾌﾐ 札幌市 札幌市 1:40:33

121 5682 箭内 正輝 ﾔﾅｲ ﾏｻｷ 札幌市 1:40:41

122 5707 熊谷 成晃 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾙｱｷ 札幌市 1:41:20

123 5913 室矢 直樹 ﾑﾛﾔ ﾅｵｷ 札幌市 1:42:16

124 5789 川村 涼平 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 室蘭市 1:42:19

125 6050 野田 渉太 ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ ＤＮＨＫ 苫小牧市 1:42:25

126 5189 高畑 大平 ｺｳﾊﾀ ﾀｲﾍｲ 広島県 1:42:39

127 5848 近澤 征樹 ﾁｶｻﾜ ﾏｻｷ 札幌市 1:43:14

128 6373 土生 寛大 ﾊﾌﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 千歳市 1:43:23

129 6027 杉山 友輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 岩見沢市 1:44:23

130 6011 林 弘樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 栗山町 1:44:45

131 6426 井上 翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 千歳市 1:44:53

132 5974 山崎 隆士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 寺岡北海道 札幌市 1:45:15

133 5776 小関 慎吾 ｺｾｷ ｼﾝｺﾞ 滝川市 1:45:33

134 6039 古賀 智昭 ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ 札幌市 1:45:38

135 6026 河原 佳孝 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:45:44

136 6207 丸藤 瞬矢 ﾏﾙﾌｼﾞ ｼｭﾝﾔ 札幌市 1:45:47

137 5554 大木 圭介 ｵｵｷﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 1:46:12

138 6508 茶木原 達郎 ﾁｬｷﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 千歳市 1:46:54

139 5959 藤堂 太陽 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 倶知安町 1:46:55

139 5783 倉田 芳幸 ｸﾗﾀ ﾖｼﾕｷ 滝川市 1:46:55

141 5438 岡野 孝明 ｵｶﾉ ﾀｶｱｷ ＡＵＢＥ 札幌市 1:47:19

142 5877 中田 龍太 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 1:47:29

143 5795 日野 雄太 ﾋﾉ ﾕｳﾀ 札幌市 1:48:09

144 5075 達川 龍輔 ﾀﾂｶﾜ ﾘｭｳｽｹ ＴＥＳＴ 神奈川県 1:48:35

145 6059 加茂 譲治 ｶﾓ ｼﾞｮｳｼﾞ 札幌市 1:48:47

146 5594 長野 晃大 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ フィーリスト 札幌市 1:48:51

147 5978 東 昌吾 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:49:00

148 6225 関戸 亮太 ｾｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:49:10

149 6404 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ デンソー北海道 千歳市 1:49:17

150 5118 永島 聡 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｵﾙ オレンジランナ 栃木県 1:49:55
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151 6418 松本 祐也 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 千歳市 1:50:44

152 5430 村上 卓 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸ サンウェルズ 札幌市 1:50:54

153 5946 渡邉 昭成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾅﾘ フクダ電子 札幌市 1:52:00

154 6196 高木 賢太郎 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 1:52:05

155 6324 柏木 大地 ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 千歳市 1:52:42

156 5963 野布瀬 巧 ﾉﾌｾ ﾀｸﾐ 函館市 1:53:15

157 5584 松野 風音 ﾏﾂﾉ ｶｻﾞﾄ 札幌市 1:53:24

158 6023 竹花 圭太 ﾀｹﾊﾅ ｹｲﾀ 札幌市 1:53:41

159 5902 内田 誉幸 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ やっぱし！ゆに 由仁町 1:54:12

160 5847 竹内 悠仁 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞﾝ 倶知安町 1:54:19

161 6031 北村 宗也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ 札幌市 1:55:18

162 6198 阿部 壮太 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 札幌市 1:55:26

163 5973 蛯谷 平良 ｴﾋﾞﾔ ﾀｲﾗ 札幌市 1:55:33

164 6028 中井 大介 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 恵み野病院 恵庭市 1:56:06

165 6264 白岡 健志 ｼﾗｵｶ ﾀｹｼ 滝川市 1:57:12

166 6184 藤田 一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 恵庭市 1:57:35

167 6036 佐藤 大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 札幌市 1:57:49

168 5706 渡辺 絃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 札幌市 1:58:20

169 5708 汐見 凪 ｼｵﾐ ﾅｷﾞｻ 札幌市 1:58:22

170 6411 本間 啓暉 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ 千歳市 2:00:32

171 5757 加藤 雄一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 調査兵団 岩見沢市 2:00:44

172 6029 堀本 勇太 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 札幌市 2:00:49

173 6245 川代 智貴 ｶﾜｼﾛ ﾄﾓｷ 札幌市 2:01:42

174 5074 達川 慶輔 ﾀﾂｶﾜ ｹｲｽｹ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:01:47

175 6348 村井 皓哉 ﾑﾗｲ ｺｳﾔ チームメル 千歳市 2:04:40

176 5718 渡邊 良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大和証券 札幌市 2:05:41

177 5582 榊原 大和 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 新篠津高等養護 恵庭市 2:05:45

178 6416 清水 友貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 悦馬会 千歳市 2:07:52

179 6413 杉本 大地 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 悦馬会 千歳市 2:08:24

180 5625 菅原 文秀 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 札幌市 2:09:36

181 6433 大石 健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 千歳市 2:09:46

182 6252 髙橋 周平 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 札幌市 2:10:48

183 6233 庄田 裕明 ｼｮｳﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:11:51

184 6229 北原 勇貴 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 札幌市 2:15:22

185 5082 伊野 和馬 ｲﾉ ｶｽﾞﾏ 北里大学 神奈川県 2:15:27

186 6084 石黒 清哲 ｲｼｸﾞﾛ ｷﾖﾉﾘ 株式会社コム 恵庭市 2:16:52

187 6175 阿部 健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 2:19:51

188 6304 佐藤 慧太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 千歳市 2:21:20

189 6212 満保 裕太 ﾏﾝﾎﾞ ﾕｳﾀ 黒松内町 2:22:09

190 6211 金谷 光太郎 ｶﾅﾔ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 2:25:23

191 5467 中村 和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ エスケーライン 小樽市 2:25:46

192 6062 中村 啓二 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 札幌市 2:31:18

193 6248 伊浪 悠希 ｲﾅﾐ ﾕｳｷ 札幌市 2:41:48

194 6013 松實 良樹 ﾏﾂﾐ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:46:50

195 6067 斉藤 慎次郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 北広島市 2:55:49
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