
第42回千歳JAL国際マラソン

17km男子

Print: 2022/06/05 16:20:35 1 / 28 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

1 5223 吉田 圭伸 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼﾝ 札幌市 0:54:55

2 5221 高橋 孝弘 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 作．ＡＣ旭川 旭川市 0:54:59

3 6270 藤井 太雅 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 千歳市 0:55:04

4 5239 木村 直也 ｷﾑﾗ ﾅｵﾔ 滝川市役所 滝川市 0:56:28

5 5222 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 作．ＡＣ北海道 旭川市 0:58:12

6 5156 小林 健斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 大阪陸協 大阪府 0:58:14

7 5226 川嶋 隆志 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 伊達市 0:59:07

8 5224 小林 尚生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾀｶ 日高町役場 日高町 1:00:44

9 6271 本間 公博 ﾎﾝﾏ ｷﾐﾋﾛ 千歳市役所 千歳市 1:01:11

10 5231 渡辺 哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ハノハノ陸上部 新ひだか町 1:01:12

11 5233 谷口 敬祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 札幌市 1:01:14

12 6274 金平 拓磨 ｶﾈﾋﾗ ﾀｸﾏ 千歳市 1:02:32

13 5242 前川 葵志 ﾏｴｶﾜ ｱｵｼ 芽室町 1:02:33

14 5002 村上 卓矢 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ はるゆな 東京都 1:02:35

15 5229 網谷 勇俊 ｱﾐﾔ ﾀｹﾄｼ ＴＷＩＳＴ 札幌市 1:02:47

16 5232 赤平 慎也 ｱｶﾋﾗ ｼﾝﾔ 道マラソンク 札幌市 1:02:48

17 5234 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌陸協 札幌市 1:03:03

18 6273 上野 健太郎 ｳｴﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 泉沢小おやじ会 千歳市 1:03:10

19 5235 笹川 瞬 ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝ 札幌市 1:03:30

20 5259 松浦 彰 ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳ 苫東石油備蓄 苫小牧市 1:03:35

21 6279 濱野 友介 ﾊﾏﾉ ﾕｳｽｹ 千歳市 1:03:50

22 5238 原田 聖矢 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾔ 中富良野町 1:04:04

23 6277 高浜 真治 ﾀｶﾊﾏ ｼﾝｼﾞ Ｒｕｎｕｐ 千歳市 1:04:21

24 5241 鈴木 啓司 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:04:34

25 5358 堀 貴裕 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 追分走遊会 安平町 1:04:42

26 5247 原田 翼 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 川守田パンＲＣ 札幌市 1:04:45

27 6276 山田 裕樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千歳市 1:04:46

28 5001 小永井 心 ｺﾅｶﾞｲ ｼﾝ 酒ＲＵＮ 東京都 1:05:07

29 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

30 5267 清水 優太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ コロ茶 北広島市 1:05:40

31 5243 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 札幌市消防局 札幌市 1:05:43

32 5230 岡田 心一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ワコオ工業 札幌市 1:05:48

33 5245 加地 誠 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ 札幌市 1:05:51

34 5252 出口 裕介 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 岩見沢市 1:06:08

35 5211 小野寺 憲一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 1:06:17

36 5249 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 島．ＲＣ千歳 日高町 1:06:24

37 6275 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ちとせ 千歳市 1:06:39

38 6493 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 千歳市 1:06:51

39 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

40 5253 十川 泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ ＹＲＣ 札幌市 1:07:23

41 5332 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ＳＴＡＲ．ＲＣ 旭川市 1:07:24

42 5254 舛田 秋彦 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ デンソー北海道 札幌市 1:07:25

43 6282 室永 郡志 ﾑﾛﾅｶﾞ ｻﾄｼ 千歳市 1:07:28

44 5248 木村 陽 ｷﾑﾗ ｱｷﾗ 帯広市 1:07:53

45 6299 保坂 雅也 ﾎｻｶ ﾏｻﾔ 自衛隊 千歳市 1:08:00

46 5136 岩崎 信治 ｲﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ 新潟県 1:08:01

47 5261 梅津 忠司 ｳﾒﾂ ﾀﾀﾞｼ 恵庭市 1:09:20

48 5250 瀬戸 貴行 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 中央コンサル 札幌市 1:09:22

49 5468 近井 勇樹 ﾁｶｲ ﾕｳｷ エスケーライン 札幌市 1:09:40

50 5256 岡野 宏保 ｵｶﾉ ﾋﾛﾔｽ クラブＲ２東 札幌市 1:09:54
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51 5091 朝本 和史 ｱｻﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ ドリームランナ 千葉県 1:10:13

52 6284 中嶋 拓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸ 千歳市 1:10:33

53 5051 岩田 健 ｲﾜﾀ ｹﾝ 神奈川県 1:10:43

54 5338 川中 勇則 ｶﾜﾅｶ ﾀｹﾉﾘ 恵庭市 1:10:52

55 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

56 5006 窪田 直記 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ ライフライン 東京都 1:11:12

57 5263 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 1:11:14

57 5914 宮島 優太 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 札幌市 1:11:14

59 5260 渡邊 明男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ サツドラ 札幌市 1:11:19

60 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

61 5624 佐々木 修太 ｻｻｷ ｼｭｳﾀ 長沼町 1:11:25

62 6263 浅野 淳 ｱｻﾉ ｱﾂｼ ＡＬＲＡＩＣＡ 遠軽町 1:11:31

63 5314 後藤 将文 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ ＪＧＳＤＦ 札幌市 1:11:32

64 5255 中岡 章広 ﾅｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:11:41

65 5377 渡邊 祥登 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾄ 恵庭市 1:12:06

66 5266 宮島 一敏 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄｼ 札幌市 1:12:11

67 5587 松原 圭吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ 倶知安町 1:12:21

68 5313 瀬ノ上 航輔 ｾﾉｳｴ ｺｳｽｹ 岩見沢市 1:12:29

69 6311 斉藤 進仁 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾄ 千歳市 1:12:37

69 6290 三品 悟 ﾐｼﾅ ｻﾄﾙ アイリス 千歳市 1:12:37

71 5285 山本 克俊 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾄｼ ＲＩＳＥ ＲＣ 深川市 1:12:48

72 6337 小林 正侑 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 千歳市 1:13:08

73 6288 千葉 伸一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 北千ＧＳＶＣ 千歳市 1:13:11

74 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

75 5702 池田 直人 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 倶知安町 1:13:38

76 5219 大川 琢磨 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ シーレックス 青森県 1:13:40

77 5288 武末 秀幸 ﾀｹｽｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 恵庭市 1:13:43

78 5268 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ●ＴＯＷＥＲ● 札幌市 1:13:44

79 5447 星 隼人 ﾎｼ ﾊﾔﾄ 南恵庭自衛隊 恵庭市 1:13:50

80 5442 大石 忠臣 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞｵﾐ 札幌市 1:13:55

81 5273 柿崎 健美 ｶｷｻﾞｷ ﾀｹﾐ チームねねすけ 札幌市 1:13:59

81 5272 宮竹 史仁 ﾐﾔﾀｹ ﾌﾐﾋﾄ 帯広畜産大学 帯広市 1:13:59

83 5300 澤田 康博 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ スポーツデポ 札幌市 1:14:19

84 5265 高張 弘司 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛｼ ＳＲＣ９０４ 札幌市 1:14:27

85 6495 星野 裕登 ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ 千歳市 1:14:41

86 5278 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 1:14:48

86 6281 板垣 龍磨 ｲﾀｶﾞｷ ﾘｭｳﾏ 千歳市 1:14:48

88 6301 磯貝 啓斗 ｲｿｶﾞｲ ｹｲﾄ 恵庭北 千歳市 1:15:25

89 5193 亀崎 文彦 ｶﾒｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ かめざき内科 福岡県 1:15:26

90 6295 石川 哲郎 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 自衛隊 千歳市 1:15:29

91 5402 熊木 啓太 ｸﾏｷ ｹｲﾀ 札幌市 札幌市 1:15:38

92 5281 中山 光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 1:15:57

93 5053 酒井 徹 ｻｶｲ ﾃﾂ ドリームランナ 神奈川県 1:15:58

94 5264 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 恵庭市 1:16:07

95 5094 飯塚 充由 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾖｼ 千葉県 1:16:12

96 5458 家冨 友貴 ｲｴﾄﾐ ﾕｳｷ ＪＲ北海道 函館市 1:16:14

96 6269 金丸 大河 ｶﾅﾏﾙ ﾀｲｶﾞ 千歳市 1:16:14

98 5324 森川 俊太郎 ﾓﾘｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 北大小児科 札幌市 1:16:42

99 5277 栗林 聡 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 恵庭市 1:16:51

100 5398 岡島 力 ｵｶｼﾞﾏ ﾁｶﾗ 札幌市 1:16:57
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101 6310 大山 怜桜 ｵｵﾔﾏ ﾚｵ 千歳市 1:17:05

102 5464 青柳 望 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾉｿﾞﾑ エスケーライン 札幌市 1:17:13

103 5426 中西 丞 ﾅｶﾆｼ ｽｽﾑ 江別市 1:17:16

103 5334 安倍 靖明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 札幌市 1:17:16

105 5317 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 三菱重工 札幌市 1:17:17

106 5962 大川 陸 ｵｵｶﾜ ﾘｸ 裏とりす 恵庭市 1:17:18

106 5293 中川 雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 札幌市 1:17:18

108 5696 伊藤 健 ｲﾄｳ ｹﾝ Ｃｈｏｉニスト 札幌市 1:17:22

109 5262 市川 知幸 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 水山班 稚内市 1:17:34

110 6459 小平 直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ 千歳市 1:17:35

111 6286 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 株式会社巴商会 千歳市 1:17:40

112 6331 佐藤 大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ＲＴＳ 千歳市 1:17:53

113 5353 古林 一馬 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市 1:17:57

114 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

115 6318 佐藤 琉星 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 千歳市 1:18:09

116 6497 畠山 淳 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 千歳市 1:18:10

117 6302 藤村 誠司 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞ 千歳市 1:18:14

118 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

119 5323 高木 潤 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 1:18:19

120 5471 鈴木 賢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 札幌市 1:18:29

121 5341 植木 将史 ｳｴｷ ﾏｻｼ 札幌市 1:18:31

122 5005 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ＡＯＩ国際病院 東京都 1:18:35

123 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

123 5384 伊藤 和弘 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:18:38

125 6496 宮﨑 津志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾕｷ 千歳市 1:18:46

126 5298 筒井 光昭 ﾂﾂｲ ﾐﾂｱｷ ＪＡ道央 江別市 1:18:56

127 5269 Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｅｒ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｳｱｰ 北大・水産学部 函館市 1:19:01

128 5374 小林 正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 札幌市 1:19:02

129 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

130 5280 梶原 弘巳 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ 札幌市 1:19:11

131 5350 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 1:19:20

132 5409 縣 尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ ＭＭＥ 札幌市 1:19:27

133 5299 芹澤 誠 ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 北広島市 1:19:31

134 5301 鈴木 怜太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 安平町 1:19:36

135 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

136 5576 猪貝 優介 ｲﾉｶｲ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:19:43

137 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

138 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

139 5003 多田 浩則 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京陸協 東京都 1:20:05

140 6289 清水 卓郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾛｳ 千歳市 1:20:18

141 5684 佐藤 由隆 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:20:19

142 5450 斗内 吉勝 ﾄﾅｲ ﾖｼｶﾂ 札幌市 1:20:23

143 5344 伊藤 努 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 恵庭市 1:20:24

144 6428 木田 貴之 ｷﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千歳市 1:20:26

145 5457 木本 光 ｷﾓﾄ ﾋｶﾙ 札幌市 1:20:28

146 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

147 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

148 5052 川崎 久生 ｶﾜｻｷ ﾋｻｵ ニチベイ 神奈川県 1:20:47

149 6407 菊池 崚太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ モテたい～ズ 千歳市 1:20:53

149 6408 橋本 一康 ﾊｼﾓﾄ ｲｯｺｳ モテたい～ズ 千歳市 1:20:53
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151 5525 清水 悠貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 札幌市 1:21:00

151 5326 矢崎 勇 ﾔｻﾞｷ ｲｻﾑ 旭北３９ＲＣ 恵庭市 1:21:00

153 6238 野澤 隆 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ 札幌市 1:21:01

154 5455 先名 輝彦 ｾﾝﾅ ﾃﾙﾋｺ 雨竜町 1:21:08

155 5296 佐川 直哉 ｻｶﾞﾜ ﾅｵﾔ フクダ電子 札幌市 1:21:14

156 5435 高桑 宣人 ﾀｶｸﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 1:21:16

157 6064 佐藤 颯馬 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 江別市 1:21:22

158 5011 木谷 達 ｷﾀﾆ ｻﾄﾙ 東京都 1:21:26

159 5492 石田 良和 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 網走市 1:21:29

160 5487 加藤 治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ ガンバルかとう 札幌市 1:21:31

161 5279 細川 宗徳 ﾎｿｶﾜ ﾑﾈﾉﾘ 明円グループ 札幌市 1:21:33

162 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

163 6200 竹下 竜矢 ﾀｹｼﾀ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:21:39

163 6364 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ サムコ 千歳市 1:21:39

165 6400 金谷 清貴 ｶﾅﾔ ｷﾖﾀｶ 千歳市 1:21:50

166 6361 鑓河内 健太 ﾔﾘｶﾜﾁ ｹﾝﾀ 千歳市 1:22:02

167 5065 橋本 健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:22:04

168 5348 水上 能克 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｼｶﾂ 恵庭市 1:22:06

169 5382 大坂 道明 ｵｵｻｶ ﾐﾁｱｷ 札幌市 1:22:13

170 5524 隣 雅之 ﾁｶｷ ﾏｻﾕｷ 北千歳駐屯地 恵庭市 1:22:18

170 6041 音喜多 啓 ｵﾄｷﾀ ﾋﾛﾑ 札幌市 1:22:18

172 6520 塩澤 悟 ｼｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 倶知安町 1:22:20

173 5026 栗原 吉雄 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ ＦａｎｄＦ 東京都 1:22:21

174 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

174 5673 木本 昌利 ｷﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 恵庭市 1:22:23

174 5622 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 岩見沢市 1:22:23

177 5396 太田 久幸 ｵｵﾀ ﾋｻﾕｷ 札幌市 1:22:28

178 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

179 5290 若林 つとむ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ デンソー北海道 札幌市 1:22:34

180 5505 上原 耕平 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾍｲ 北村小学校 岩見沢市 1:22:37

181 6131 東村 賢人 ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｹﾝﾄ 札幌市 1:22:45

182 5469 三国 弘樹 ﾐｸﾆ ﾋﾛｷ ザ・ベスト 札幌市 1:22:47

183 6321 稲村 慎吾 ｲﾅﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 千歳市 1:22:51

183 6292 佐野 宙 ｻﾉ ﾋﾛｼ ヌイちャイヤ 千歳市 1:22:51

185 5305 高田 卓 ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:22:53

185 6298 奥山 優二 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:22:53

187 5282 太田 智 ｵｵﾀ ｻﾄｼ フレングＲＣ 札幌市 1:22:59

188 5119 本木 浩久 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾋｻ 東京陸協 埼玉県 1:23:03

189 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

190 6128 山本 崇之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:23:08

191 5206 齊藤 秀樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ チームハシカワ 沖縄県 1:23:14

192 5495 清水口 卓司 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸｼﾞ 医療法人北翔会 江別市 1:23:17

193 5535 武田 圭一 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｲﾁ ねむろ花みず木 根室市 1:23:22

194 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

195 5999 西川 和行 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 悦馬会 恵庭市 1:23:29

196 5355 破入 正名 ﾊﾆｭｳ ﾏｻﾅ Ｒコンセプト 札幌市 1:23:30

196 5494 植本 孝弘 ｳｴﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:23:30

196 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

199 5632 及川 裕司 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ ＨＩＲＣ 札幌市 1:23:39

200 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
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200 5676 加藤 晴希 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 札幌啓成 札幌市 1:23:41

202 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

203 6109 宮越 悠貴 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ アートホーム 札幌市 1:23:45

204 5665 小林 健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:23:51

205 5519 長尾 昌生 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｷ 長尾家 恵庭市 1:23:53

206 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

207 5420 中川 智生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 月形町 1:23:58

208 5367 佐々木 晋 ｻｻｷ ｽｽﾑ 岩見沢市 1:24:08

209 6294 谷本 岳彦 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 千歳市 1:24:09

210 5408 高田 則幸 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 岩見沢市 1:24:12

211 6323 鳴海 亮 ﾅﾙﾐ ﾘｮｳ 千歳市 1:24:16

212 6330 北井 優 ｷﾀｲ ﾏｻﾙ 千歳市 1:24:19

212 5191 足達 佳男 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｵ 高知県 1:24:19

214 5657 尾崎 明広 ｵｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:24:21

215 6047 吉川 唱 ﾖｼｶﾜ ﾄﾅｴ 恵庭市 1:24:22

216 5194 弘瀬 健太 ﾋﾛｾ ｹﾝﾀ 福岡県 1:24:23

217 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

217 6261 豊高 正浩 ﾄﾖﾀｶ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:24:30

219 6423 杉本 肇二 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ デンソー北海道 千歳市 1:24:33

220 5139 西川 幸伸 ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ 愛知県 1:24:34

220 5528 柴田 康平 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 札幌旭丘高 札幌市 1:24:34

222 5446 三上 徹也 ﾐｶﾐ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:24:35

223 5319 大場 真治 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 千歳市役所 札幌市 1:24:38

224 5570 竹中 学 ﾀｹﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 恵庭市 1:24:42

225 6010 山本 健人 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 札幌市 1:24:43

226 6308 大山 直桜 ｵｵﾔﾏ ﾅｵ 千歳市 1:24:46

227 5540 宮内 澪 ﾐﾔｳﾁ ﾚｲ 島松 恵庭市 1:24:48

228 5794 深作 慶友 ﾌｶｻｸ ﾔｽﾄﾓ 旭川市 1:24:49

229 6434 田中 朝美 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 空自千歳基地 千歳市 1:24:52

230 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

231 5429 高橋 慶行 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 開発工営社 札幌市 1:24:54

232 5405 堀 啓知 ﾎﾘ ﾖｼﾄﾓ 札幌市 1:25:01

233 5793 櫻田 照明 ｻｸﾗﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 札幌市 1:25:04

234 5822 橋本 和季 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:25:07

235 5307 茶谷 隆司 ﾁｬﾔ ﾘｭｳｼﾞ 札幌市役所 札幌市 1:25:12

235 5618 白尾 喬 ｼﾗｵ ﾀｶｼ 北広島市 1:25:12

237 5994 幸尾 宇人 ｺｳｵ ﾀｶﾄ 札幌市 1:25:13

237 5363 水野 禎一 ﾐｽﾞﾉ ﾃｲｲﾁ 札幌市 1:25:13

239 5097 鈴木 寿彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 千葉県 1:25:14

240 6314 田中 真史 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ ＮＥＨ 千歳市 1:25:15

240 6320 永川 透 ｴｲｶﾜ ﾄｵﾙ 千歳市 1:25:15

242 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

243 5403 下村 圭 ｼﾓﾑﾗ ｹｲ ＭＤＣ 三笠市 1:25:18

244 6363 菅野 秀樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 勇舞ＲＣ 千歳市 1:25:20

244 5626 古関 亮太 ｺｾｷ ﾘｮｳﾀ 北海道大学 札幌市 1:25:20

246 6137 茅根 徹也 ﾁﾉﾈ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:25:25

247 5736 加賀田 誠 ｶｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 札幌市 1:25:31

248 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

249 6402 駒木 かずや ｺﾏｷ ｶｽﾞﾔ 千歳市 1:25:43

250 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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251 6326 小谷内 清史 ｺﾔｳﾁ ｷﾖｼ 走Ｄｅｎａｉ会 千歳市 1:25:47

252 5381 豊島 和己 ﾄﾖｼﾏ ｶｽﾞﾐ 圏南クラブ 恵庭市 1:25:50

253 5397 角田 潤一 ｶｸﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:25:54

253 5346 鈴木 基弘 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ キングペリカン 札幌市 1:25:54

255 5013 川野 英樹 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｷ 酒ＲＵＮ 東京都 1:25:55

256 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

256 5610 石岡 春彦 ｲｼｵｶ ﾊﾙﾋｺ 札幌市 1:25:57

258 5416 飯塚 俊行 ｲｲﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 函館市 1:26:02

259 6300 杉原 良作 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｻｸ デンソー北海道 千歳市 1:26:05

260 5368 石川 尚衛 ｲｼｶﾜ ﾅｵｴ 新）フリーラン 札幌市 1:26:07

261 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

262 6019 田制 陽平 ﾀｾｲ ﾖｳﾍｲ 恵庭市 1:26:13

263 6401 三浦 颯大 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 千歳市 1:26:17

264 5463 佐藤 文保 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔｽ エスケーライン 石狩市 1:26:22

265 5981 田中 英行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:26:24

266 6501 川原 睦士 ｶﾜﾊﾗ ﾑｻｼ コンサ２０１ 千歳市 1:26:26

267 5378 住吉 八起 ｽﾐﾖｼ ﾔｵｷ 北エネ 苫小牧市 1:26:29

268 6096 奥田 大輝 ｵｸﾀﾞ ﾀｲｷ 北広島市 1:26:32

269 6509 西田 博紀 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 1:26:34

270 5771 澤田 光臣 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂｵﾐ 新ひだか 新ひだか町 1:26:36

271 5561 小堆 信治 ｺｱｸﾂ ｼﾝｼﾞ 札幌市 1:26:37

272 6328 村上 雄基 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 千歳市 1:26:38

273 5432 半田 勝彦 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾂﾋｺ ホッチーノ 音更町 1:26:39

274 5562 紺世 知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 1:26:41

275 5481 遠藤 博光 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐﾂ ＮＪＳ 札幌市 1:26:44

276 5621 高木 友史 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾄ 札幌市 1:26:45

276 5399 林 宏幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 釧路市 1:26:45

278 5210 高田 健 ﾀｶﾀ ﾀｹｼ 富山県 1:26:47

279 5415 林 久哲 ﾊﾔｼ ﾋｻﾖｼ 札幌市 1:26:48

280 5780 鉾崎 聖太郎 ﾎｺｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 藻岩小学校 札幌市 1:26:50

281 5333 伊崎 秀悟 ｲｻﾞｷ ｼｭｳｺﾞ チームしまぶ 札幌市 1:26:52

282 5737 佐々木 義紀 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 1:26:53

283 5488 湯原 勇夫 ﾕﾊﾗ ｲｻｵ チームクワノミ 札幌市 1:26:56

284 5659 大上 一俊 ｵｵｳｴ ｶｽﾞﾄｼ 江別市 1:26:59

285 5491 宮本 馨 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ ナチュの森 苫小牧市 1:27:04

286 5310 成田 正幸 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾕｷ ＲＵＮ－札幌 札幌市 1:27:05

287 6394 坂本 淳 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 佐藤水産 千歳市 1:27:10

288 6325 緒方 憲保 ｵｶﾞﾀ ﾉﾘﾔｽ 千歳市 1:27:11

288 5548 曽根 敏夫 ｿﾈ ﾄｼｵ 札幌市消防局 札幌市 1:27:11

290 5605 横井 佐祐 ﾖｺｲ ｻｽｹ 恵庭市 1:27:13

291 5603 宮川 進吾 ﾐﾔｶﾜ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:27:15

292 5322 藤倉 稔 ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾉﾙ 水門クラブ 釧路市 1:27:16

293 5351 鶴羽 康弘 ﾂﾙﾊ ﾔｽﾋﾛ あしりべつ病院 江別市 1:27:17

294 6332 奥山 宏治 ｵｸﾔﾏ ｺｳｼﾞ 会走会 千歳市 1:27:18

294 6514 渡邊 優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｸﾞﾙ 千歳市 1:27:18

296 5542 小野 雄一 ｵﾉ ﾕｳｲﾁ おのちゃん 伊達市 1:27:19

296 5456 堀田 智宏 ﾎﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 1:27:19

298 6287 村上 雄治 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:27:23

298 5759 山本 翔平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 苫小牧市 1:27:23

300 5392 松浦 直人 ﾏﾂｳﾗ ﾅｵﾄ 札幌市 1:27:25
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301 5480 古明地 孝宏 ｺﾒｲﾁ ﾀｶﾋﾛ 砂脳外 札幌市 1:27:28

302 5303 中村 純輝 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:27:29

303 5995 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 札幌市 1:27:37

304 6381 久保 善敬 ｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ チームＺＥＮ 千歳市 1:27:40

304 6221 野崎 卓由 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ ＣＲＥ 札幌市 1:27:40

306 5543 窪田 寛也 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ 札幌市 1:27:42

306 5753 柴田 雄一 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 札幌市 1:27:42

306 5375 堤 悌二 ﾂﾂﾐ ﾃｲｼﾞ 安平町 1:27:42

306 5971 鈴木 拓海 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 陸上自衛隊 恵庭市 1:27:42

310 5836 西岡 哲也 ﾆｼｵｶ ﾃﾂﾔ 札幌市 1:27:57

311 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

312 5155 箕浦 康之 ﾐﾉｳﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 滋賀県 1:28:04

313 5411 和泉 雅也 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ 赤レンガ走友会 札幌市 1:28:15

314 5009 熊谷 良憲 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｶﾞﾉﾘ くま 東京都 1:28:17

314 5910 佐藤 宏樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大樹町 1:28:17

316 6385 榊原 堅太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 千歳市 1:28:18

317 5200 大原 章 ｵｵﾊﾗ ｱｷﾗ 福岡県 1:28:21

318 5496 伊藤 郁 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 根室市 1:28:24

319 6511 中宿 孝美 ﾅｶﾔﾄﾞ ﾀｶﾐ 千歳市 1:28:29

320 6469 栗栖 成央 ｸﾘｽ ﾅﾙﾋｻ 千歳市 1:28:34

321 5404 李 敬銖 ﾘ ｷｮﾝｽ 札幌市 1:28:38

322 5413 佐藤 裕次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 苫東石油備蓄 苫小牧市 1:28:39

323 5312 佐藤 直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ ３９９Ｅｃｏ 江別市 1:28:40

323 5422 柴田 和宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ポンズ 岩見沢市 1:28:40

323 5451 金澤 司男 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 三笠市 1:28:40

326 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

327 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

328 5294 大森 豊 ｵｵﾓﾘ ﾕﾀｶ Ｐ＆Ｌ＆Ｌ 札幌市 1:28:48

329 5898 江良 和洋 ｴﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:28:49

330 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

331 5556 高橋 浩揮 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ あいの里ＲＣ 札幌市 1:28:58

332 5220 高野 光広 ﾀｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 青森県 1:28:59

333 5678 角田 翼 ｶｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 武田薬品 札幌市 1:29:06

334 5449 森田 雄介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ モリモトＲＣ 苫小牧市 1:29:07

334 5302 野陳 恵一 ﾉｼﾞﾝ ｹｲｲﾁ 北広島市 1:29:07

336 5437 溝上 忠彦 ﾐｿﾞｶﾐ ﾀﾀﾞﾋｺ 札幌市 1:29:11

337 5619 大高 義紀 ｵｵﾀｶ ﾖｼﾉﾘ 渡辺ファミリー 留萌市 1:29:13

338 6312 小嶋 浩 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 1:29:22

338 5485 中野 悟 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ ３１０４クラブ 札幌市 1:29:22

340 5715 室橋 伸泰 ﾑﾛﾊｼ ﾉﾌﾞﾔｽ 札幌市 1:29:23

341 5964 宮田 一輝 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:29:24

342 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

343 5614 山下 直樹 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ リンクス 函館市 1:29:28

344 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

345 5517 米倉 剛 ﾖﾈｸﾗ ﾀｹｼ 北見市 1:29:30

345 5784 向 敏広 ﾑｶｲ ﾄｼﾋﾛ 有志健走会南恵 恵庭市 1:29:30

345 6048 平井 健四 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 札幌市 1:29:30

348 5121 竹田 充恭 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 埼玉県 1:29:33

349 5887 野村 勝人 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 市役所 札幌市 1:29:35

350 5325 菅原 彰一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 1:29:37
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351 5359 坂本 将司 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 1:29:44

352 5796 松田 圭大 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 1:29:45

353 5004 鈴木 健正 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 東京都 1:29:49

353 6071 菅野 充彦 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋｺ 札幌市 1:29:49

355 5388 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市若草小 苫小牧市 1:29:50

356 6429 平間 雄治 ﾋﾗﾏ ﾕｳｼﾞ 千歳市 1:29:53

357 5613 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 1:29:54

358 5197 村上 友則 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 福岡県 1:29:58

359 5597 石川 悟朗 ｲｼｶﾜ ｺﾞﾛｳ 札幌市 1:29:59

359 5538 宮内 宏幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 島松 恵庭市 1:29:59

361 5503 中村 太祐 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 苫小牧市 1:30:00

361 5425 山下 司 ﾔﾏｼﾀ ﾂｶｻ チビシオ 札幌市 1:30:00

363 5352 西村 昇悟 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:30:01

363 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

365 5781 橋谷 英介 ﾊｼﾔ ｴｲｽｹ 札幌市 1:30:04

366 5176 荒谷 幸治 ｱﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ 兵庫県 1:30:08

367 5360 三木 秀宗 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ヒロ通商 札幌市 1:30:12

368 5439 瀧川 太 ﾀｷｶﾜ ﾌﾄｼ ランラン 遠別町 1:30:20

368 5440 松田 伸 ﾏﾂﾀ ｼﾝ シャーボルト 江別市 1:30:20

370 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

371 5536 藤村 信洋 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 約４条 札幌市 1:30:31

372 5401 野崎 祐司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ の～さんず 札幌市 1:30:32

373 5362 服部 直樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 札幌市 1:30:34

374 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

375 6343 斉藤 剛広 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 1:30:40

376 6360 富永 貴之 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 千歳市 1:30:42

377 5921 浅野 良典 ｱｻﾉ ﾖｼﾉﾘ 岩見沢市 1:30:44

378 5574 浜田 順一 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ はまちゃんねる 札幌市 1:30:46

378 5772 佐原 将人 ｻﾊﾗ ﾏｻﾄ 函館市 1:30:46

380 5240 渡邊 勇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ 恵庭市 1:30:47

381 5328 森本 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ モリモトＲＣ 苫小牧市 1:30:55

382 5997 河合 敦 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 札幌市 1:30:58

383 5386 吉尾 充二 ﾖｼｵ ｱﾂｼﾞ 札幌市 1:31:05

384 5553 駒木 正与 ｺﾏｷ ﾏｻﾖ Ｉ・Ｗ・ＯＫ 函館市 1:31:10

385 6327 甲斐 寛理 ｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 千歳市 1:31:13

386 5755 林 寛之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＫＩＮＡＫＯ 札幌市 1:31:16

387 6303 鎌田 吉一 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 1:31:17

388 5343 越村 勝彦 ｺｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 札幌市 1:31:18

389 5577 森本 康平 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 北海道大学 札幌市 1:31:19

390 6355 横山 正和 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 千歳市 1:31:21

391 5364 早川 正城 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｷ ネクスコ 札幌市 1:31:24

392 5498 木村 道寿 ｷﾑﾗ ﾐﾁﾋｻ 熊谷組 札幌市 1:31:27

393 5559 広瀬 和富 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾄﾐ 札幌市 1:31:28

393 5380 高尾 侑生 ﾀｶｵ ﾕｳ シャーボルト 長沼町 1:31:28

395 6399 冨永 雅樹 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｷ 自衛隊 千歳市 1:31:30

396 5484 山本 典弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 1:31:33

397 5361 西原 勝司 ﾆｼﾊﾗ ｶﾂｼ 釧路市 1:31:35

398 6457 林 直司 ﾊﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ 北の華 千歳市 1:31:43

399 5565 澤 康幸 ｻﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市 1:31:48

399 5140 青嶋 英生 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 1:31:48
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401 5593 中田 征男 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ 恵庭市 1:31:53

402 5483 松藤 一樹 ﾏﾂﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:31:54

403 5526 岡 孝博 ｵｶ ﾀｶﾋﾛ 恵庭市 1:31:58

404 5936 六車 将 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾏｻｼ 札幌市 1:31:59

405 5160 差ヶ久保 潤 ｻｶﾞｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 大阪府 1:32:04

406 5393 前田 靖 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ くるみ札幌 札幌市 1:32:05

407 5817 澤井 康之 ｻﾜｲ ﾔｽﾕｷ 札幌市 1:32:06

408 6353 黒木 寛之 ｸﾛｷ ﾋﾛﾕｷ 千歳市 1:32:09

409 5490 星野 正人 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾄ 札幌市 1:32:10

409 6384 棚瀬 勝重 ﾀﾅｾ ｶﾂｼｹﾞ 北部方面混成団 千歳市 1:32:10

411 6033 服部 慎一 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝｲﾁ 札幌市 1:32:12

412 5109 山田 俊二 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 1:32:15

413 5371 北城 秀司 ｷﾀｼﾛ ｼｭｳｼﾞ 札幌市 1:32:19

414 5917 宮田 龍典 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳｽｹ 恵庭市 1:32:22

415 6101 高橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ ＴＲＦ星０８ 札幌市 1:32:25

416 5837 上田 顕世 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 札幌市 1:32:28

417 5832 藤根 直道 ﾌｼﾞﾈ ﾅｵﾐﾁ 札幌市 1:32:29

418 5863 石崎 翼 ｲｼｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ チーム西園 札幌市 1:32:30

419 5829 菅野 慎哉 ｶﾝﾉ ｼﾝﾔ 札幌市 1:32:31

420 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

421 6443 安岡 哲也 ﾔｽｵｶ ﾃﾂﾔ 千歳市 1:32:36

422 5389 山崎 雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 北翔会 札幌市 1:32:43

423 5192 廣瀬 一海 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾐ 福岡県 1:32:47

424 6442 安岡 良真 ﾔｽｵｶ ﾘｮｳﾏ 千歳市 1:32:49

425 6016 勝山 茂和 ｶﾂﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 1:32:53

425 5652 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 苫小牧市 苫小牧市 1:32:53

427 6395 鈴木 勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 無所属 千歳市 1:32:55

428 5309 渡辺 祥元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 江別市 1:33:01

429 5627 中山 瑞哉 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞﾔ 札幌市 1:33:06

429 5527 北畑 紀和 ｷﾀﾊﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 札幌市 1:33:06

431 5058 小牧 哲夫 ｺﾏｷ ﾃﾂｵ 神奈川県 1:33:09

432 5631 加藤 ひろし ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 恵庭走友会 恵庭市 1:33:11

433 6074 小林 夏樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 北広島市 1:33:13

434 5750 松居 雄司 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ （株）山川 室蘭市 1:33:14

435 5607 鈴木 充隆 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾀｶ ＲＵＮ－札幌 北広島市 1:33:15

436 5948 為国 一気 ﾀﾒｸﾆ ｲｯｷ フクダ電子 札幌市 1:33:18

436 5609 須藤 正也 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 留萌市 1:33:18

436 5394 武田 将道 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 釧路市 1:33:18

439 5564 稲場 康典 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 北広島市 1:33:21

440 5057 梅田 俊一 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 横浜ＪＣ 神奈川県 1:33:26

441 6143 石岡 真吾 ｲｼｵｶ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:33:27

442 5529 野副 義明 ﾉｿﾞｴ ﾖｼｱｷ 恵庭走友会 恵庭市 1:33:30

443 5578 近藤 修司 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 札幌市 1:33:34

444 6004 東 那明 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｱｷ 倶知安町 1:33:36

444 6005 岡本 海聖 ｵｶﾓﾄ ｶｲ 倶知安町 1:33:36

446 6006 三浦 壮 ﾐｳﾗ ｿｳ 倶知安町 1:33:37

446 6008 中村 享哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 倶知安町 1:33:37

446 5423 中塚 雄一郎 ﾅｶﾂｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ち～むつねさま 札幌市 1:33:37

449 5500 永山 肇 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 小樽市 1:33:38

449 5431 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:33:38
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451 5339 馬場 義昭 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｱｷ ＢＦＣ 札幌市 1:33:43

452 5698 花田 拓基 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛｷ 札幌市 1:33:45

453 5940 坂本 大樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 札幌市 1:33:48

453 6014 藤田 健吾 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 札幌市 1:33:48

453 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

456 5383 高橋 英章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 1:33:50

457 6354 池田 英司 ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ 千歳高等支援 千歳市 1:33:52

458 5390 矢原 辰成 ﾔﾊﾗ ﾀﾂﾅﾘ 浜中町 1:33:53

458 5606 小堀 逸朗 ｺﾎﾞﾘ ｲﾂﾛｳ イクシード 登別市 1:33:53

460 5329 浅村 晋彦 ｱｻﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 札幌市 1:34:06

461 5567 小路谷 勇 ｺｳｼﾞﾔ ｲｻﾑ 札幌市 1:34:09

462 5831 竹原 聡 ﾀｹﾊﾗ ｻﾄｼ 登別市 1:34:11

463 5448 伊藤 宣喜 ｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 札幌市 1:34:13

464 6451 長内 幹 ｵｻﾅｲ ﾂﾖｼ 東千歳自衛隊 千歳市 1:34:14

465 6506 宮奥 光 ﾐﾔｵｸ ﾋｶﾙ 航空自衛隊 千歳市 1:34:15

465 5095 早川 知宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:34:15

467 6365 川上 弘樹 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 千歳市 1:34:17

468 6372 平井 譲治 ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 千歳市 1:34:20

469 6517 松尾 和真 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾏ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 1:34:24

469 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

471 6063 前東 慶祐 ﾏｴﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ いきいき行動隊 札幌市 1:34:27

472 6333 持田 泰司 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 千歳市 1:34:28

472 6079 藤原 悦史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾂｼﾞ 札幌市 1:34:28

474 5685 小松 重利 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾄｼ 札幌市 1:34:29

475 6516 清水 太朗 ｼﾐｽﾞ ﾀﾛｳ ヤギュウ 千歳市 1:34:31

476 5620 菅野 太 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 恵庭市 1:34:33

477 6094 潮田 健 ｳｼｵﾀﾞ ｹﾝ 北広島市 1:34:36

478 5704 小松 亮太 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:34:38

479 5807 内田 淳 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ラグバイ 札幌市 1:34:39

480 5216 名波 登帝 ﾅﾜ ﾄﾓﾀﾀﾞ 山形県 1:34:40

481 6519 坂本 和之 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ Ｍｏｄｉｓ 東京都 1:34:43

482 5512 大野 邦彦 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｺ 芽室町役場 芽室町 1:34:46

483 5508 山田 啓昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:34:48

484 5100 稲葉 桂哉 ｲﾅﾊﾞ ｶﾂﾔ 千葉県 1:34:49

485 6359 武田 達也 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千歳市 1:34:53

486 5531 櫛田 淳 ｸｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 恵庭市 1:35:00

486 6309 大山 功晃 ｵｵﾔﾏ ﾅﾙｱｷ 千歳市 1:35:00

488 6162 村上 健志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ しかクラブ 平取町 1:35:02

489 5007 石川 翼 ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:35:05

490 5598 下佐 祐輔 ｼﾓｻ ﾕｳｽｹ 石狩市 1:35:08

490 5705 石渡 令 ｲｼﾜﾀﾘ ﾘｮｳ 札幌市 1:35:08

492 5722 本田 裕宣 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 1:35:09

492 5654 朝倉 淳一 ｱｻｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大樹町 1:35:09

494 5513 村井 宏行 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ クワザワ 札幌市 1:35:13

495 5511 安井 啓悟 ﾔｽｲ ｹｲｺﾞ 輔仁会ＲＣ 帯広市 1:35:14

495 5716 大久保 浩 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 1:35:14

495 6341 橋本 拓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 千歳市 1:35:14

498 5720 久松 尚之 ﾋｻﾏﾂ ﾅｵﾕｷ 札幌市 1:35:15

498 5667 小笠原 秀行 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ ＬＩＸＩＬＴＳ 札幌市 1:35:15

500 5509 檜森 昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 苫小牧市 1:35:18
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500 5600 三木 茂信 ﾐｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 札幌市 1:35:18

502 6503 吉田 朋憲 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千歳市 1:35:21

503 5636 木村 秀一 ｷﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ ダイヤＭＭＢＣ 札幌市 1:35:23

504 6450 櫻井 洋一郎 ｻｸﾗｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 千歳市 1:35:29

505 5195 満武 勝嗣 ﾐﾂﾀｹ ｶﾂｼ ゼノクロス 福岡県 1:35:31

506 5677 野村 暁男 ﾉﾑﾗ ｱｷｵ のむらけ 札幌市 1:35:37

507 6499 柳本 翔 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼｮｳ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

507 6500 楠田 蒼太 ｸｽﾀﾞ ｿｳﾀ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

507 6502 伊藤 卓優 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ コンサ２０１ 千歳市 1:35:41

510 6358 逢坂 学 ｵｵｻｶ ﾏﾅﾌﾞ コンサ２０１ 千歳市 1:35:42

511 6342 佐々木 一彦 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｺ 千歳市 1:35:43

512 6319 伊藤 篤紀 ｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 千歳市 1:35:44

513 5532 宮本 雄生 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 札幌市 1:35:47

514 6018 杉澤 真拡 ｽｷﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 渓和会江別病院 札幌市 1:35:55

515 5499 井本 進 ｲﾓﾄ ｽｽﾑ 錦多峰ラン 苫小牧市 1:35:56

515 5493 浅利 将充 ｱｻﾘ ﾏｻﾐﾂ 恵庭市 1:35:56

517 5547 高野 顕愁 ﾀｶﾉ ｹﾝｼｭｳ 札幌市 1:35:58

518 6421 福田 浩 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 千歳市 1:35:59

519 5932 桑山 剛輝 ｸﾜﾔﾏ ﾂﾖｷ 恵庭市 1:36:03

520 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

520 5756 加藤 宏明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 調査兵団 岩見沢市 1:36:06

522 5147 大木本 努 ｵｵｷﾓﾄ ﾂﾄﾑ 愛知県 1:36:13

523 5766 池田 隆 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 1:36:14

524 5858 松本 雄太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 札幌市 1:36:16

525 6340 矢田郷 昌稔 ﾔﾀｺﾞｳ ﾏｻﾄｼ 千歳市 1:36:18

525 6494 山代 太誠 ﾔﾏｼﾛ ﾀｲｾｲ 千歳市 1:36:18

527 5201 伊藤 慎一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ヤギュー 福岡県 1:36:19

528 5912 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 健幸マラソン部 石狩市 1:36:23

529 6220 髙木 吉実 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾐ ザ・ベスト 江別市 1:36:24

529 5560 荒川 邦夫 ｱﾗｶﾜ ｸﾆｵ 札幌市 1:36:24

531 6452 大津 真実 ｵｵﾂ ﾏｺﾄ 千歳市 1:36:26

531 6472 山田 芳裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 千歳市 1:36:26

531 6149 益山 桂太郎 ﾏｽﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 札幌市 1:36:26

531 5596 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ ＪＨＢ 札幌市 1:36:26

535 5768 山下 英樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 1:36:29

535 5668 藤井 雅典 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:36:29

537 5786 髙橋 雅明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:36:32

538 5646 福島 敦 ﾌｸｼﾏ ｱﾂｼ 札幌市 1:36:33

539 6108 小川 世晃 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ アートホーム 恵庭市 1:36:35

539 6095 後木 一哉 ｳｼﾛｷﾞ ｶｽﾞﾔ 後木工務店 江別市 1:36:35

541 5754 地引 春人 ﾁﾞﾋﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 函館市 1:36:37

542 6505 梅田 悠生 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 航空自衛隊 千歳市 1:36:38

542 5482 馬島 直樹 ﾏｼﾞﾏ ﾅｵｷ 札幌市 1:36:38

544 6391 渡邉 裕斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 夕張市消防署 千歳市 1:36:39

544 6515 佐々木 浩希 ｻｻｷ ﾋﾛｷ 千歳市 1:36:39

546 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

547 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

548 5903 井澗 孝 ｲﾀﾆ ﾀｶｼ 札幌市 1:36:49

548 5424 千葉 昭彦 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｺ ヤキオレ会 札幌市 1:36:49

550 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
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550 5563 斗内 陽司 ﾄﾅｲ ﾖｳｼﾞ 小樽市 1:36:51

552 6140 小竹 拓実 ｺﾀｹ ﾀｸﾐ 札幌市 1:36:58

553 5892 山田 浩富 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄﾐ 札幌市教委 札幌市 1:36:59

554 6362 米田 正寿 ﾏｲﾀ ﾏｻﾄｼ オクダソカベ 千歳市 1:37:02

555 6351 小野 生 ｵﾉ ｾｲ ９８クロカン 千歳市 1:37:03

556 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

557 6382 伊阪 正行 ｲｻｶ ﾏｻﾕｷ キリンビール 千歳市 1:37:08

558 5826 湯田 聡 ﾕﾀﾞ ｻﾄｼ 手稲渓仁会循内 札幌市 1:37:09

559 6246 塩崎 亮太 ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:37:10

560 6134 太田 浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 恵庭市 1:37:11

561 6210 吉田 潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＣＲＥ 札幌市 1:37:14

562 6260 阿部 克俊 ｱﾍﾞ ｶﾂﾄｼ カチュラル 札幌市 1:37:22

563 5071 森 英俊 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 1:37:23

564 5010 野呂 次男 ﾉﾛ ﾂｷﾞｵ 東京都 1:37:25

565 5015 小野 勝志 ｵﾉ ｶﾂｼ 東京都 1:37:28

566 6165 鶴田 裕人 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾄ 登別市 1:37:30

567 6352 清水 裕二 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ ノーザンＲＣ 千歳市 1:37:32

568 5746 小松 国次 ｺﾏﾂ ｸﾆﾂｸﾞ 札幌市 1:37:35

569 6307 田中 利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 千歳市 1:37:37

570 5975 榎戸 大輔 ｴﾉｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 寺岡北海道 札幌市 1:37:40

571 5541 藤野 忠 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 長沼町 1:37:43

572 6335 鈴木 秀明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千歳市 1:37:44

573 5732 今野 良彦 ｺﾝﾉ ﾖｼﾋｺ 帯広市 1:37:49

574 5938 高堰 大史 ﾀｶｾｷ ﾋﾛｼ 札幌市 1:37:50

574 5434 井上 伸一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ 奈井江町 1:37:50

576 5475 野田 泰史 ﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 北村小学校 岩見沢市 1:37:54

577 6189 池田 真人 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 江別市 1:38:01

578 6223 斉藤 喜末雄 ｻｲﾄｳ ｷﾐｵ 函館市 1:38:03

579 5114 金賀 志郎 ｶﾈｶﾞ ｼﾛｳ ＴＡＲＣ 茨城県 1:38:05

580 5017 田中 健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 東京都 1:38:06

581 6463 伊藤 隆雄 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 千歳桂病院 千歳市 1:38:07

582 5122 磯部 一樹 ｲｿﾍﾞ ｶｽﾞｷ ニチバン 埼玉県 1:38:09

582 5327 大西 一美 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾐ 江別市 1:38:09

584 5749 高山 彰彦 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾋｺ ＳＨＡＴ札幌 札幌市 1:38:15

585 5658 中島 正博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:38:16

586 5177 後藤 慎一郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県 1:38:17

586 6507 高木 陽太 ﾀｶｷﾞ ﾖｳﾀ 千歳市 1:38:17

588 5113 大友 英康 ｵｵﾄﾓ ﾋﾃﾞﾔｽ 茨城県 1:38:24

589 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

590 5699 宍戸 和明 ｼｼﾄﾞ ｶｽﾞｱｷ 札幌市 1:38:29

590 5663 奈良 真次 ﾅﾗ ｼﾝｼﾞ オリタ物流 札幌市 1:38:29

592 6068 布施 唯隆 ﾌｾ ﾀﾀﾞﾀｶ 旭川市 1:38:30

592 5592 遠藤 貴之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:38:30

594 5933 根津 基嗣 ﾈｽﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 札幌市 1:38:33

595 5461 木村 直之 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ＪＦＥ環境サ 苫小牧市 1:38:34

596 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

597 6470 富阪 康信 ﾄﾐｻｶ ﾔｽﾉﾌﾞ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 1:38:38

598 5550 小桜 隆行 ｺｻﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:38:44

599 5188 井上 裕吉 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷﾁ 鳥取県 1:38:45

600 5681 羽井野 芳治郎 ﾊｲﾉ ﾖｼｼﾞﾛｳ 札幌市 1:38:48
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600 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

602 6058 千葉 真一郎 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 1:38:49

602 5134 秋葉 徹 ｱｷﾊﾞ ﾄｵﾙ 群馬県 1:38:49

604 5085 桑原 隆 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:38:50

605 5228 河野 博 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 1:38:54

605 5376 高森 清隆 ﾀｶﾓﾘ ｷﾖﾀｶ 札幌市 1:38:54

605 5502 竹内 大司 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｼﾞ 岩見沢市 1:38:54

608 5318 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 藤丸 帯広市 1:38:55

609 5689 石田 裕司 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ チームそら 札幌市 1:38:57

610 5674 山口 大志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾄｼ ＡＵＢＥ 札幌市 1:39:05

611 6104 納谷 和行 ﾅﾔ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 1:39:07

611 5929 高橋 淳一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:39:07

613 6350 渡邉 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ デンソー北海道 千歳市 1:39:09

614 6105 平岡 俊之 ﾋﾗｵｶ ﾄｼﾕｷ 札幌市 1:39:11

615 5857 江ノ上 高之 ｴﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ さくらの花整骨 江別市 1:39:14

616 5452 中永 英幸 ﾅｶﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:39:21

617 6449 菅原 隆広 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 1:39:23

618 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

619 5675 土屋 渉 ﾂﾁﾔ ﾜﾀﾙ 札幌市 1:39:25

619 5972 渋谷 一博 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 釧路市 1:39:25

621 5644 高橋 伸幸 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ＧＡＮＴＯ８６ 札幌市 1:39:27

622 6466 境 和彦 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋｺ 千歳市 1:39:28

623 5507 木戸 宏行 ｷﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 苫小牧市 1:39:29

624 6317 東野 雅樹 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻｷ 千歳市 1:39:30

625 5778 熊谷 善和 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 岩見沢市 1:39:36

626 5983 岡崎 紘明 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 恵庭市 1:39:37

627 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

628 5602 林 瑛司 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ 札幌市 1:39:45

628 5926 佐藤 将晃 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 札幌市 1:39:45

630 5589 鳴海 忠 ﾅﾙﾐ ﾀﾀﾞｼ ルチアーノＲＣ 札幌市 1:39:48

631 6370 菖蒲 準 ｱﾔﾒ ｼﾞｭﾝ ジェイエスエス 千歳市 1:39:49

632 5289 成田 昭夫 ﾅﾘﾀ ｱｷｵ 旭川医大 岩見沢市 1:39:50

632 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

634 5590 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 北海道フーズ 士幌町 1:39:59

634 5158 塔本 洋史 ﾄｳﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府 1:39:59

636 6193 間野 弘晶 ﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:40:01

637 6415 向田 直将 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 悦馬会 千歳市 1:40:03

638 5213 笹森 裕市 ｻｻﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 宮城県 1:40:06

639 6141 山崎 智広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 1:40:09

640 5761 松谷 敏 ﾏﾂﾔ ｻﾄｼ 北広島市 1:40:15

641 5369 三井 直義 ﾐﾂｲ ﾀﾀﾞﾖｼ 帯広市 1:40:16

642 5774 片岡 邦雄 ｶﾀｵｶ ｸﾆｵ 苫小牧市 1:40:17

642 5827 三崎 千寛 ﾐｻｷ ﾁﾋﾛ チーム坂井 幕別町 1:40:17

644 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

645 5557 木戸 孝義 ｷﾄﾞ ﾀｶﾖｼ ＨＳＥ 札幌市 1:40:24

646 5695 和田 亨 ﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 林道闘魂会 恵庭市 1:40:25

646 5148 瀬戸 博章 ｾﾄ ﾋﾛｱｷ 愛知県 1:40:25

648 5893 木滑 康裕 ｷﾅﾒﾘ ﾔｽﾋﾛ ＪＡ共済 札幌市 1:40:26

649 5537 菊地 惟史 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞﾌﾐ 札幌市 札幌市 1:40:33

650 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

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

17km男子

Print: 2022/06/05 16:20:35 14 / 28 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

651 5682 箭内 正輝 ﾔﾅｲ ﾏｻｷ 札幌市 1:40:41

652 5861 澤本 一 ｻﾜﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 1:40:43

653 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

654 6482 中田 圭介 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 千歳市 1:40:49

655 6336 橋本 道幸 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾕｷ 千歳市 1:40:52

656 6461 滝 智治 ﾀｷ ﾓﾄﾊﾙ 千歳市 1:40:53

657 5271 相沢 克明 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 札幌市 1:40:54

658 5879 松田 幸一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:40:55

658 5727 中津 信雄 ﾅｶﾂ ﾉﾌﾞｵ プー太郎 札幌市 1:40:55

660 5834 高井 史朗 ﾀｶｲ ｼﾛｳ 石狩市 1:40:58

661 5725 一関 勉 ｲﾁﾉｾｷ ﾂﾄﾑ 北海道ＭＣ 札幌市 1:41:00

662 5103 遠藤 雅之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 葛飾区 千葉県 1:41:03

663 5617 筒井 鉄也 ﾂﾂｲ ﾃﾂﾔ 菱農 沼田町 1:41:08

664 6410 前田 彰 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 千歳市 1:41:09

665 6099 島袋 智広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋﾛ チームしま部 札幌市 1:41:10

666 6344 正 勝己 ｼｮｳ ｶﾂﾐ 千歳市 1:41:12

667 6306 酒井 鶴美 ｻｶｲ ﾂﾙﾐ 千歳市 1:41:14

668 6291 藤井 博志 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ チーム しま部 千歳市 1:41:16

669 5707 熊谷 成晃 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾙｱｷ 札幌市 1:41:20

670 5907 磯谷 篤実 ｲｿｶﾞｲ ｱﾂﾐ ＪＲＴＴ 札幌市 1:41:25

670 6380 松隈 武 ﾏﾂｸﾏ ﾀｹｼ 札病検査課 千歳市 1:41:25

672 5400 竹本 ひろき ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ ＭＪＳ 札幌市 1:41:26

673 5760 田畑 宏司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ Ｊパワー 上士幌町 1:41:27

674 6346 阿部 武男 ｱﾍﾞ ﾀｹｵ ＣＴＳＡＰ 千歳市 1:41:29

675 5479 由井 徹 ﾕｲ ﾄｵﾙ チーム車座 苫小牧市 1:41:37

676 5672 渡邉 圭次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞ 札幌市 1:41:38

677 5515 菊池 信悟 ｷｸﾁ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:41:41

677 5523 石井 幸司 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ クラーク病院 札幌市 1:41:41

679 5874 藤森 史朗 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾛｳ ＨＥＲＯＲＣ 札幌市 1:41:50

680 5534 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 1:41:52

681 6329 米津 孝志 ﾖﾈﾂ ﾀｶｼ うまこ 千歳市 1:41:53

682 5650 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 札幌市 1:41:54

683 6322 小林 幸一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 長都駅前 千歳市 1:41:55

684 5274 江並 祐爾 ｴﾅﾐ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ－Ｙ 石狩市 1:42:01

685 5913 室矢 直樹 ﾑﾛﾔ ﾅｵｷ 札幌市 1:42:16

686 5987 相馬 俊介 ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 緑愛園 札幌市 1:42:18

687 5789 川村 涼平 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 室蘭市 1:42:19

688 5549 桜井 英昭 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 1:42:23

689 6050 野田 渉太 ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ ＤＮＨＫ 苫小牧市 1:42:25

689 5645 坂田 諭 ｻｶﾀ ｻﾄｼ 札幌市 1:42:25

689 6199 西村 宏志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 岩見沢市 岩見沢市 1:42:25

692 5539 笹嶋 敏明 ｻｻｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:42:32

692 5686 向峯 聖 ﾑｶｲﾐﾈ ｼｮｳ 札幌市 1:42:32

692 5687 高田 達明 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｱｷ 札幌市 1:42:32

695 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

696 5189 高畑 大平 ｺｳﾊﾀ ﾀｲﾍｲ 広島県 1:42:39

697 6357 齋藤 芳和 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 1:42:41

698 5032 大谷 光司 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ 東京都 1:42:42

699 5747 倉兼 岳人 ｸﾗｶﾈ ﾀｹﾋﾄ 北見市 1:42:43

700 5615 林山 俊一 ﾊﾔｼﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 札幌市 1:42:44
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701 6293 谷口 寛典 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 1:42:46

701 6139 大場 隼人 ｵｵﾊﾞ ﾊﾔﾄ 札幌市 1:42:46

703 5806 田中 三英 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾃﾞ 札幌市 1:42:51

704 5078 越浦 朗 ｺｼｳﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 1:42:52

705 5144 志津 直行 ｼﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 愛知県 1:42:54

705 5790 児玉 春己 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾐ 札幌市 1:42:54

707 6471 高橋 裕希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 千歳市 1:42:56

708 6347 田中 裕昭 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 千歳市 1:43:00

709 5514 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 自衛隊北海道 札幌市 1:43:01

709 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

711 5651 嘉屋 英夫 ｶﾔ ﾋﾃﾞｵ 恵庭走友会 恵庭市 1:43:04

711 5365 蓮池 敏昭 ﾊｽｲｹ ﾄｼｱｷ 長沼クラブ 長沼町 1:43:04

713 6177 真嶋 貴臣 ﾏｼﾏ ﾀｶｵﾐ ラフネス走遊会 小樽市 1:43:05

714 5969 平野 覚 ﾋﾗﾉ ｻﾄﾙ 札幌市 1:43:07

714 5077 楠根 秀樹 ｸｽﾈ ﾋﾃﾞｷ ＪＫＶＩ 神奈川県 1:43:07

714 5839 中西 新一 ﾅｶﾆｼ ｼﾝｲﾁ 函館市 1:43:07

714 6097 大森 歓 ｵｵﾓﾘ ｶﾝ 札幌市 1:43:07

718 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

719 5030 島田 貴 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:43:11

719 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

721 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

722 5848 近澤 征樹 ﾁｶｻﾜ ﾏｻｷ 札幌市 1:43:14

722 5572 中道 誠司 ﾅｶﾐﾁ ｾｲｼﾞ Ｎ’ｓＦＲＣ 北見市 1:43:14

724 5888 神野 敏美 ｶﾐﾉ ﾄｼﾐ 走快倶楽部 札幌市 1:43:21

725 5935 横田 和裕 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 1:43:22

726 6373 土生 寛大 ﾊﾌﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 千歳市 1:43:23

727 5575 小宮山 誠一 ｺﾐﾔﾏ ｾｲｲﾁ 北広島市 1:43:26

728 5129 中村 政人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 埼玉県 1:43:27

729 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

730 5899 谷内 雅美 ﾀﾆｳﾁ ﾏｻﾐ 音更町 1:43:31

730 5510 鈴木 武雄 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 札幌時計台 札幌市 1:43:31

732 5742 福原 章訓 ﾌｸﾊﾗ ｱｷﾉﾘ 帯広市 1:43:32

733 6379 久原 直利 ｸﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 千歳市 1:43:36

734 5739 小野 祐輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 一本部海保 札幌市 1:43:39

735 5862 大島 恒夫 ｵｵｼﾏ ﾂﾈｵ 札幌市 1:43:42

736 5719 服部 暁史 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾌﾐ ありＡ．Ｃ 札幌市 1:43:45

737 5984 佐々木 学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 珍獣 札幌市 1:43:47

738 5798 太田 雅晴 ｵｵﾀ ﾏｻﾊﾙ 札幌市 1:43:48

738 5884 矢島 正志 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｼ 石屋製菓 札幌市 1:43:48

740 5092 国吉 貴史 ｸﾆﾖｼ ﾀｶｼ 千葉県 1:43:49

740 6349 村井 勝利 ﾑﾗｲ ｶﾂﾄｼ チームメル 千歳市 1:43:49

742 5679 畑原 裕司 ﾊﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 札幌市 1:43:53

743 6144 渡部 和男 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽﾞｵ 札幌市 1:43:59

744 5099 織田 稔 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 1:44:00

745 5533 間瀬 正行 ﾏｾ ﾏｻﾕｷ チームお湯っこ 江別市 1:44:01

746 5153 倉野 伸治 ｸﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 三重県 1:44:04

746 5721 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ＡＲＣ４０ 余市町 1:44:04

748 6432 蒲澤 修一 ｶﾞﾏｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 桜木ＲＣ 千歳市 1:44:06

749 5024 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ＪＡＬ ＲＣ 東京都 1:44:10

750 6424 井手 淳一郎 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 千歳市 1:44:12
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751 6076 佐藤 典義 ｻﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 札幌市 1:44:15

752 5714 小関 経昭 ｺｾｷ ﾉﾘｱｷ 札幌市 1:44:17

753 6100 大館 慶二 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 苫小牧市 1:44:18

754 6403 千田 益大 ﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 1:44:20

755 6027 杉山 友輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 岩見沢市 1:44:23

756 5647 近藤 充広 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ 北見市 1:44:28

757 5787 髙橋 友明 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 札幌市 1:44:31

757 5444 鈴木 亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ ＷＪ６２７ 江別市 1:44:31

759 5623 角谷 信浩 ｶﾄﾞﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 1:44:34

760 5740 三浦 龍一郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:44:35

761 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

761 5159 小嶋 淳 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ Ｒコンセプト 大阪府 1:44:40

761 6510 竹内 肇 ﾀｹｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 千歳市 1:44:40

764 6093 三浦 政克 ﾐｳﾗ ﾏｻｶﾂ 恵庭市 1:44:41

765 6441 佐藤 良祐 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 千歳市 1:44:43

766 6011 林 弘樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 栗山町 1:44:45

767 5927 廣川 幸一 ﾋﾛｶﾜ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:44:48

767 6467 喜多 俊介 ｷﾀ ｼｭﾝｽｹ 疾走科学者失踪 千歳市 1:44:48

769 5145 坪井 貴司 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｼ 愛知県 1:44:49

770 5885 近藤 慶則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 美幌町 1:44:50

771 6426 井上 翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 千歳市 1:44:53

772 5895 更科 宏明 ｻﾗｼﾅ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:44:54

772 5521 水戸部 功 ﾐﾄﾍﾞ ｲｻｵ 札幌市 1:44:54

774 5823 門脇 二郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞﾛｳ 六華ＲＣ 札幌市 1:44:56

775 5865 小田倉 貴之 ｵﾀﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 小樽市 1:44:58

776 5996 石山 孝之 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 苫小牧市 1:44:59

777 5849 野久 武 ﾉﾋｻ ﾀｹｼ 帯広市 1:45:01

778 6465 西垣 行夫 ﾆｼｶﾞｷ ﾕｷｵ 千歳市 1:45:02

779 6070 橘 伸也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾔ 真狩村 1:45:04

780 5919 安松 宗一郎 ﾔｽﾏﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 札幌市 1:45:08

781 5891 片岡 伸生 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞｵ 江別市 1:45:09

781 5779 丹羽 潤 ﾆﾜ ｼﾞｭﾝ ジュンラン 札幌市 1:45:09

783 5960 伊藤 良美 ｲﾄｳ ﾖｼﾐ 茂辺地 函館市 1:45:12

784 5920 高木 淳一 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＪＳＨＡ 札幌市 1:45:15

784 5974 山崎 隆士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 寺岡北海道 札幌市 1:45:15

786 5552 新井田 順也 ﾆｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 北広島市 1:45:18

787 5551 吉田 祐治 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 1:45:27

787 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

787 5744 三浦 洋輔 ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 恵み野病院 恵庭市 1:45:27

790 5096 石川 和弘 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:45:30

791 5776 小関 慎吾 ｺｾｷ ｼﾝｺﾞ 滝川市 1:45:33

792 6039 古賀 智昭 ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ 札幌市 1:45:38

793 6003 依田 剛 ﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 北見市 1:45:39

793 6367 竹川 正興 ﾀｹｶﾞﾜ ﾏｻｵｷ 餃子大好き！ 千歳市 1:45:39

795 6464 長尾 正直 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾅｵ 千歳市 1:45:42

796 6026 河原 佳孝 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 1:45:44

796 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

798 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

799 6129 山口 明久 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 由仁町 1:45:46

800 5735 中村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ オール 札幌市 1:45:47
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800 6207 丸藤 瞬矢 ﾏﾙﾌｼﾞ ｼｭﾝﾔ 札幌市 1:45:47

802 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

802 5691 堀井 恒人 ﾎﾘｲ ﾂﾈﾋﾄ 明日風整骨院 札幌市 1:45:50

804 5102 岡 幸法 ｵｶ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 1:45:53

805 5546 森川 清志 ﾓﾘｶﾜ ｷﾖｼ 札幌市 1:45:55

806 6255 結城 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 札幌市 1:45:56

806 5897 髙橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 恵庭市 1:45:56

808 5743 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 札幌市 1:45:57

809 6009 山田 健四 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:45:59

810 5157 西村 元一 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｶｽﾞ ＡＲＣ 大阪府 1:46:02

811 5870 梅津 晶 ｳﾒﾂ ｱｷﾗ むかわエナジー むかわ町 1:46:05

812 5638 秋山 和輝 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 井上鐵工 江別市 1:46:08

812 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

812 5214 佐藤 清美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 宮城県 1:46:08

815 5554 大木 圭介 ｵｵｷﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 1:46:12

815 5878 大江 剛 ｵｵｴ ﾀｹｼ チームにゃん 札幌市 1:46:12

817 6007 村上 尚 ﾑﾗｶﾐ ﾋｻｼ 北斗市 1:46:21

818 5472 田中 敦 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 恵庭市 1:46:29

819 5022 丸山 孝二 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:46:31

819 5454 村上 賢二 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ ＴＢＤ 当別町 1:46:31

821 6174 斎藤 誠一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ ＹＵＭＡ 室蘭市 1:46:34

822 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

822 6512 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 千歳市 1:46:35

824 5970 荒川 勝 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾙ 苫小牧市 1:46:40

825 5875 阿曽 清 ｱｿ ｷﾖｼ 石狩市 石狩市 1:46:44

825 6356 津島 栄樹 ﾂｼﾏ ｴｲｷ ＦＪコンポ 千歳市 1:46:44

827 5731 岡田 英昭 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩見沢市 1:46:45

827 6163 富澤 大和 ﾄﾐｻﾜ ﾔﾏﾄ （株）ノベルズ 帯広市 1:46:45

829 5692 三橋 広瑞 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 札幌市 1:46:50

830 6406 宮本 聖 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄﾙ コンサクラス 千歳市 1:46:51

831 6508 茶木原 達郎 ﾁｬｷﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 千歳市 1:46:54

832 5959 藤堂 太陽 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 倶知安町 1:46:55

832 5470 平賀 将之 ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾕｷ 苫小牧市 1:46:55

832 5171 秋山 伸一 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｲﾁ ＳＡＮＫｓ会 京都府 1:46:55

832 5783 倉田 芳幸 ｸﾗﾀ ﾖｼﾕｷ 滝川市 1:46:55

836 5728 畑出 光野 ﾊﾀﾃﾞ ﾐﾂﾉ 室蘭市 1:46:58

836 5474 佐藤 宇礼 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 元めぐ小山岳部 札幌市 1:46:58

838 5116 浅田 裕範 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 1:47:01

839 5110 村田 洋輔 ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:47:14

840 5762 熊谷 憲橘 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｷﾂ ＪＵＳ 札幌市 1:47:16

840 5855 近藤 聡明 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｱｷ 浦河町 1:47:16

842 5438 岡野 孝明 ｵｶﾉ ﾀｶｱｷ ＡＵＢＥ 札幌市 1:47:19

843 6153 齊藤 安弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 恵庭市 1:47:21

844 5637 大江 建 ｵｵｴ ﾀﾂﾙ 札幌市 1:47:22

845 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

846 5877 中田 龍太 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 1:47:29

846 6032 青山 智則 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 1:47:29

848 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

849 5748 東田 恭明 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ 札幌市 札幌市 1:47:36

850 5182 今井 利通 ｲﾏｲ ﾄｼﾐﾁ 兵庫県 1:47:40
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851 5143 塩路 哲也 ｼｵｼﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県 1:47:46

851 6438 小山 健也 ｺﾔﾏ ｹﾝﾔ 千歳市 1:47:46

853 6172 久古 公規 ｷｭｳｺ ｷﾐﾉﾘ 帯広市 1:47:49

854 6338 佐藤 信吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 人参嫌いの兎 千歳市 1:47:52

855 6448 田嶋 平 ﾀｼﾏ ﾀｲﾗ 空自生徒１１期 千歳市 1:47:54

856 5478 木村 秀幸 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 札幌市 1:47:57

856 6022 安藤 賢一 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 札幌市 1:47:57

858 5034 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 東京都 1:47:59

859 5215 菅原 辰之 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾕｷ 宮城県 1:48:03

860 5949 毛利 貴博 ﾓｳﾘ ﾀｶﾋﾛ 北広島市 1:48:06

861 5843 小林 為五郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾒｺﾞﾛｳ 旭川市 1:48:07

862 6431 長森 聡 ﾅｶﾞﾓﾘ ｻﾄｼ 読書普及協会 千歳市 1:48:09

862 5795 日野 雄太 ﾋﾉ ﾕｳﾀ 札幌市 1:48:09

864 5821 山越 慎一朗 ﾔﾏｺｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 1:48:11

865 5649 豊田 雅宏 ﾄﾖﾀ ﾏｻﾋﾛ マキタ設計 札幌市 1:48:13

866 5616 外崎 則之 ﾄﾉｻｷ ﾉﾘﾕｷ ノナガセ 札幌市 1:48:20

867 6334 浦 時雄 ｳﾗ ﾄｷｵ 千歳市 1:48:21

868 5522 安岡 信治 ﾔｽｵｶ ｼﾝｼﾞ 札幌市 1:48:28

869 6504 蒲原 正典 ｶﾓﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 千歳市 1:48:30

869 6034 東 隆徳 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 1:48:30

871 5209 川田 栄一 ｶﾜﾀﾞ ｴｲｲﾁ ちんすこう 沖縄県 1:48:33

872 5075 達川 龍輔 ﾀﾂｶﾜ ﾘｭｳｽｹ ＴＥＳＴ 神奈川県 1:48:35

873 5775 石垣 徳哉 ｲｼｶﾞｷ ﾄｸﾔ 札幌市 1:48:38

873 5860 小向 雅史 ｺﾑｶｲ ﾏｻｼ チームぽこ 札幌市 1:48:38

875 5441 金丸 徹 ｶﾅﾏﾙ ﾄｵﾙ 岩見沢市 1:48:39

876 5227 長屋 純市 ﾅｶﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 1:48:40

876 5373 岸 則和 ｷｼ ﾉﾘｶｽﾞ 七飯 七飯町 1:48:40

876 5443 上西 真人 ｶﾐﾆｼ ﾏｻﾄ ルネサンス 札幌市 1:48:40

879 5745 石部 善輝 ｲｼﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ 札幌市 1:48:41

880 6305 山田 信雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 千歳市 1:48:44

881 5841 釜台 孝志 ｶﾏﾀﾞｲ ﾀｶｼ ＴＥＡＭまえだ 函館市 1:48:46

882 6059 加茂 譲治 ｶﾓ ｼﾞｮｳｼﾞ 札幌市 1:48:47

883 6374 奥 卓哉 ｵｸ ﾀｸﾔ 千歳豊友会病院 千歳市 1:48:50

883 6518 新井 達也 ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ 日医ジョガーズ 大阪府 1:48:50

885 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

885 5453 圓成 興哉 ｴﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 札幌市 1:48:51

887 5501 天沼 清貴 ｱﾏﾇﾏ ｷﾖﾀｶ 札幌市 1:48:54

887 6154 観音 隆志 ｶﾝﾉﾝ ﾀｶｼ 北教組 新冠町 1:48:54

889 5869 安東 正伸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 1:48:56

889 6417 水戸 武 ﾐﾄ ﾀｹｼ 丸優コトブキ建 千歳市 1:48:56

891 5978 東 昌吾 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 1:49:00

892 5713 田守 直弘 ﾀﾓﾘ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 1:49:04

893 5824 浅野 剛 ｱｻﾉ ﾂﾖｼ アートシステム 札幌市 1:49:06

894 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

895 5154 粟谷 清輝 ｱﾜﾔ ｾｲｷ 滋賀県 1:49:09

896 6225 関戸 亮太 ｾｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 札幌市 1:49:10

897 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

897 6420 伊関 太郎 ｲｾｷ ﾀﾛｳ 千歳市 1:49:11

897 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

900 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
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900 5853 齊藤 幸弘 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ ＪＯＹＦＩＴ 札幌市 1:49:17

902 5161 渡辺 文明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 大阪府 1:49:24

903 6393 上原 健二 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 千歳市 1:49:27

904 6015 阿部 宏俊 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 札幌市 1:49:28

905 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

906 6375 中村 圭介 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 千歳市 1:49:31

907 5070 西田 勇 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ 神奈川県 1:49:33

908 6447 鈴木 均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 千歳酔いどれ 千歳市 1:49:35

909 5670 沼田 泰明 ﾇﾏﾀ ﾔｽｱｷ 北設 札幌市 1:49:36

910 5067 斎藤 慎 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:49:40

911 5688 渡辺 靖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ ＹＭＯＳＣ 札幌市 1:49:45

912 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

913 5063 代田 純 ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝ 駒澤大学教員 神奈川県 1:50:09

913 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

915 5838 宮城 則芳 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘﾖｼ 苫小牧市 1:50:13

915 5088 小柴 一真 ｺｼﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 1:50:13

917 5178 田村 信宏 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県 1:50:15

918 5126 小林 義憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:50:18

919 5864 東 正則 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 北郷東 札幌市 1:50:19

920 6498 鏑木 竜司 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ ３ＭＧ１０ＦＵ 千歳市 1:50:22

921 5930 川村 雅宏 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 江別市 1:50:23

922 5018 竹内 義幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:50:25

923 5805 阿部 弘 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ ４４倶楽部 札幌市 1:50:27

924 6378 中山 勉 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ サイエン３１ 千歳市 1:50:30

925 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

926 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

927 5066 豊田 憲二 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:50:37

928 5758 小畑 彰 ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 北楡会 札幌市 1:50:38

929 6418 松本 祐也 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 千歳市 1:50:44

930 5123 増田 良太 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 1:50:45

931 5130 三平 隆 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶｼ 埼玉県 1:50:51

932 5430 村上 卓 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸ サンウェルズ 札幌市 1:50:54

933 5937 小賀坂 貴広 ｺｶﾞｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:50:58

934 5059 浅野 祐紀 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:51:00

935 5068 嶋村 安仁 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 神奈川県 1:51:04

936 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

936 5770 入倉 仁 ｲﾘｸﾗ ﾋﾄｼ 岩見沢市 1:51:09

938 5530 土肥 高雄 ﾄﾞﾋ ﾀｶｵ 札幌市 1:51:11

939 5916 今川 昭夫 ｲﾏｶﾞﾜ ｱｷｵ 札幌市 1:51:13

940 5379 宮島 智満 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾐﾂ 苫小牧市 1:51:16

940 5445 前野 了宏 ﾏｴﾉ ｱｷﾋﾛ ナイアガラ 札幌市 1:51:16

942 6092 桜庭 昭 ｻｸﾗﾊﾞ ｱｷﾗ 道マラソンク 札幌市 1:51:20

943 5566 渡邉 明春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾊﾙ 札幌市 1:51:23

944 5029 雨ヶ崎 敦志 ｱﾏｶﾞｻｷ ｱﾂｼ 東京都 1:51:26

945 5956 秦 孝宏 ﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:51:29

946 5852 木幡 篤 ｺﾊﾀ ｱﾂｼ 富良野協会病院 富良野市 1:51:34

947 5460 川村 健太郎 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 1:51:37

948 5723 佐々木 伸 ｻｻｷ ｼﾝ 当別町 1:51:41

949 5801 若林 裕也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 札幌市 1:51:44

949 6366 干場 卓 ﾎｼﾊﾞ ﾀｸ 千歳市 1:51:44
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951 6266 大森 圭 ｵｵﾓﾘ ｹｲ 札幌市 1:51:46

952 5125 柳 敬一 ﾔﾅｷﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉県 1:51:50

953 5909 佐々木 元春 ｻｻｷ ﾓﾄﾊﾙ アクト 札幌市 1:51:57

953 5967 石原 淳 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 小樽市 1:51:57

955 5410 八丁野 裕 ﾊｯﾁｮｳﾉ ﾋﾛｼ 札幌市 1:51:58

956 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

957 6196 高木 賢太郎 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 1:52:05

958 6021 斉藤 武博 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 1:52:12

959 5751 今野 崇士 ｺﾝﾉ ﾀｶｼ 室蘭市 1:52:15

960 5428 羽柴 恭兵 ﾊｼﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 1:52:18

960 5544 澤田 貴之 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 札幌市 1:52:18

962 5568 山田 隆二 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 北広島市 1:52:28

963 5923 松浦 稔則 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾉﾘ 札幌市 1:52:39

963 5876 中村 裕文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 1:52:39

965 5098 伏田 喜修 ﾌｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 1:52:41

966 6324 柏木 大地 ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 千歳市 1:52:42

967 6389 小林 和政 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 北エネ 千歳市 1:52:46

968 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

969 5957 諸岡 勝重 ﾓﾛｵｶ ｶﾂｼｹﾞ 札幌市 1:52:58

969 6462 藤根 稔 ﾌｼﾞﾈ ﾐﾉﾙ 千歳市 1:52:58

971 6132 中島 隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 北広島市 1:53:00

972 5081 小林 裕之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:53:01

973 6085 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ＮＴＴ札幌北 札幌市 1:53:03

973 5038 土屋 賢和 ﾂﾁﾔ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:53:03

975 5963 野布瀬 巧 ﾉﾌｾ ﾀｸﾐ 函館市 1:53:15

976 5945 瀬野 和希 ｾﾉ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:53:17

977 5585 福津 達也 ﾌｸﾂ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:53:20

978 5777 美馬 郁夫 ﾐﾏ ｲｸｵ 池田煖房 札幌市 1:53:23

979 5584 松野 風音 ﾏﾂﾉ ｶｻﾞﾄ 札幌市 1:53:24

980 5558 大谷 俊之 ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾕｷ あじぱんだ 札幌市 1:53:30

981 5112 島根 和男 ｼﾏﾈ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:53:35

982 6080 山田 英幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 住友生命 札幌市 1:53:37

983 5782 中島 紀孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ ＡＲＣ４０ 余市町 1:53:38

984 5131 瀬川 知彦 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 埼玉県 1:53:40

985 6023 竹花 圭太 ﾀｹﾊﾅ ｹｲﾀ 札幌市 1:53:41

986 6405 髙田 礼彰 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ デンソー北海道 千歳市 1:53:43

987 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

987 5881 秋元 力 ｱｷﾓﾄ ﾁｶﾗ サタデイズ 札幌市 1:53:52

989 5724 箕迫 義人 ﾐﾉｻｺ ﾖｼﾋﾄ 札幌市 1:53:57

990 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

991 5812 本川 一樹 ﾓﾄｶﾜ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:54:00

992 5583 小紙 達也 ｺｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:54:01

992 6160 石倉 善和 ｲｼｸﾗ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 1:54:01

994 5506 中林 義則 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 網走市 1:54:11

995 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

996 6216 谷脇 正基 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｷ 恵庭市 1:54:16

997 5056 新田 眞也 ﾆｯﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:54:18

998 5847 竹内 悠仁 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞﾝ 倶知安町 1:54:19

999 6056 木本 優士郎 ｷﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ ＪＡ札幌厚生 札幌市 1:54:22

999 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
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1001 6159 小笠原 信之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ えりも町 1:54:24

1002 5304 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 苫東石油備蓄株 苫小牧市 1:54:27

1003 5175 麦谷 耕一 ﾑｷﾞﾀﾆ ｺｳｲﾁ 和歌山県 1:54:36

1004 5173 高岡 尚介 ﾀｶｵｶ ﾅｵｽｹ 京都府 1:54:39

1005 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

1006 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

1007 5733 北野 英美 ｷﾀﾉ ﾋﾃﾞﾐ ホロムイ 岩見沢市 1:54:56

1008 5734 川口 博 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 恵庭市 1:54:58

1009 5922 米田 幹寛 ﾖﾈﾀ ﾐｷﾋﾛ 札幌市 1:54:59

1010 5992 加藤 友義 ｶﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 札幌市 1:55:01

1011 6454 畠山 佳貴 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ チーム石垣らぶ 千歳市 1:55:13

1012 5866 本田 光 ﾎﾝﾀﾞ ﾋｶﾙ 札幌市 1:55:17

1013 6031 北村 宗也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ 札幌市 1:55:18

1014 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

1015 6414 植松 裕貴 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｷ 悦馬会 千歳市 1:55:24

1016 6198 阿部 壮太 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 札幌市 1:55:26

1016 5604 久保 典男 ｸﾎﾞ ﾉﾘｵ 室蘭市 1:55:26

1018 6121 田口 顕 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ ＣＣＳ 札幌市 1:55:27

1019 5370 岩澤 晶彦 ｲﾜｻﾜ ｱｷﾋｺ 札幌市 1:55:30

1020 5656 小野寺 徹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｵﾙ 大野小学校 北斗市 1:55:33

1020 5973 蛯谷 平良 ｴﾋﾞﾔ ﾀｲﾗ 札幌市 1:55:33

1022 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

1023 5880 田巻 成男 ﾀﾏｷ ﾅﾙｵ 札幌市 1:55:36

1024 6371 高橋 卓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 千歳市 1:55:44

1025 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

1026 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

1026 6142 中村 今朝良 ﾅｶﾑﾗ ｹｻﾖｼ 北広島市 1:55:49

1028 6102 相原 邦昭 ｱｲﾊﾗ ｸﾆｱｷ 札幌市 1:55:51

1029 5900 松澤 好隆 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ ＲＵＮー札幌 札幌市 1:55:53

1030 5035 藤井 樹維 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭｲ 東京都 1:56:01

1031 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

1032 6028 中井 大介 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 恵み野病院 恵庭市 1:56:06

1033 5988 阿部 淳 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 江別市 1:56:12

1034 5765 西田 政仁 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ ＮＴアシスト 札幌市 1:56:19

1035 6044 瀬賀 英嗣 ｾｶﾞ ﾋﾃﾞｼ 札幌市 1:56:22

1036 6218 山村 泰博 ﾔﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 1:56:24

1037 5149 春日井 幹雄 ｶｽｶﾞｲ ﾐｷｵ 愛知県 1:56:26

1038 5107 伊藤 進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 千葉県 1:56:31

1039 6087 常俊 利広 ﾂﾈﾄｼ ﾄｼﾋﾛ 札幌市 1:56:39

1039 6115 井口 浩次 ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 恵庭市 1:56:39

1041 6086 柴 敏之 ｼﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 旭川市 1:56:45

1041 5588 鎌倉 史典 ｶﾏｸﾗ ﾌﾐﾉﾘ Ｎ’Ｓ ＦＲＣ 札幌市 1:56:45

1043 6239 高村 悟司 ﾀｶﾑﾗ ｻﾄｼ ＪＣＥＨ 札幌市 1:56:52

1044 5128 中村 博喜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ わらび走友会 埼玉県 1:56:55

1045 6066 伊藤 敏明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 苫小牧市 1:56:57

1046 5690 畑 恵成 ﾊﾀ ｹｲｾｲ ザ・ベスト 札幌市 1:56:58

1047 6051 伊藤 篤 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 頑張れコンサ 札幌市 1:57:05

1048 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

1049 6226 木下 貴史 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 滝川市 1:57:12

1049 6264 白岡 健志 ｼﾗｵｶ ﾀｹｼ 滝川市 1:57:12
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1051 5976 寺田 卓矢 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 札幌市 1:57:15

1051 6339 北原 偉男 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 千歳市議会 千歳市 1:57:15

1053 6091 佐藤 崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 札幌市 1:57:23

1054 6012 柘植 正敏 ﾂｹﾞ ﾏｻﾄｼ 札幌市 1:57:24

1055 6483 根岸 尚志 ﾈｷﾞｼ ﾀｶｼ トーヨーケム 千歳市 1:57:29

1056 5819 尾崎 剛寛 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 江別市 1:57:30

1057 5105 池田 伸一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ チーム八幡 千葉県 1:57:35

1057 6184 藤田 一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 恵庭市 1:57:35

1059 6185 藤田 道洋 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾋﾛ 恵庭市 1:57:37

1060 6386 富山 等 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾄｼ 千歳市 1:57:42

1060 5818 藤田 朋紀 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ 札幌市 1:57:42

1062 5181 信頭 良明 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾖｼｱｷ 林六株式会社 兵庫県 1:57:47

1063 6036 佐藤 大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 札幌市 1:57:49

1064 5828 笠原 重実 ｶｻﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 帯広市 1:57:51

1065 5132 福田 裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ＳＪ 埼玉県 1:57:52

1065 6053 進谷 洋平 ｼﾝﾀﾆ ﾖｳﾍｲ ＮＴＴＤＭＳＥ 札幌市 1:57:52

1067 5643 今田 輝昭 ｲﾏﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 札幌市 1:57:56

1067 5958 室井 崇 ﾑﾛｲ ﾀｶｼ 札幌市 1:57:56

1069 5701 青野 元 ｱｵﾉ ﾊｼﾞﾒ 旭川市 1:57:57

1070 5982 山本 主税 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶﾗ 札幌市 1:57:58

1071 6037 久保 隆弘 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 1:58:03

1072 5693 斉藤 浩司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:58:09

1073 6038 西山 裕能 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 札幌市 1:58:10

1074 5042 木村 友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ ＴＡＲＣ蘇州 東京都 1:58:11

1075 5706 渡辺 絃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 札幌市 1:58:20

1076 5856 諸橋 史尋 ﾓﾛﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 札幌市 1:58:22

1076 5708 汐見 凪 ｼｵﾐ ﾅｷﾞｻ 札幌市 1:58:22

1078 5465 安部 利彦 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋｺ エスケーライン 札幌市 1:58:23

1079 6073 清水 洋佑 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 1:58:26

1080 6120 ベック ジェレミ ﾍﾞｯｸ ｼﾞｪﾚﾐ 倶知安町 1:58:27

1081 5977 光野 光洋 ｺｳﾉ ﾐﾂﾋﾛ 砂川市 1:58:31

1082 6268 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 1:58:42

1083 6267 和田 義明 ﾜﾀﾞ ﾖｼｱｷ 札幌市 1:58:43

1083 6369 沼田 哲平 ﾇﾏﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 餃子王子 千歳市 1:58:43

1085 5925 松下 秀昭 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ ルーク 恵庭市 1:58:48

1086 6490 井上 正雄 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 千歳市 1:58:53

1087 6157 帰家 大祐 ｷﾔ ﾀﾞｲｽｹ のぞみ 札幌市 1:58:55

1088 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

1089 5924 齋藤 操 ｻｲﾄｳ ﾐｻｵ ＳＳＣ走友会 札幌市 1:59:03

1090 6213 本間 好喜 ﾎﾝﾏ ｺｳｷ リコージャパン 札幌市 1:59:09

1091 6392 佐々木 稔 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 千歳市 1:59:14

1092 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

1093 6468 戸田 貢介 ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ 住まいの戸田 千歳市 1:59:21

1094 5791 中西 道岳 ﾅｶﾆｼ ﾐﾁﾀｹ 札幌市 1:59:31

1095 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

1096 6227 三上 陽平 ﾐｶﾐ ﾖｳﾍｲ 札幌市 1:59:40

1097 5106 彦阪 衛 ﾋｺｻｶ ﾏﾓﾙ チームＨＩＫＯ 千葉県 1:59:41

1098 6439 白戸 樹嘉 ｼﾗﾄ ｷﾖｼ お好み焼大八 千歳市 1:59:58

1099 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

1100 5162 川上 哲治 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｼﾞ 大阪府 2:00:18

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

17km男子

Print: 2022/06/05 16:20:35 23 / 28 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属ｸﾗﾌﾞ 都道府県名 記 録

1101 6411 本間 啓暉 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ 千歳市 2:00:32

1102 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

1103 6208 藤井 和哉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ ＨＯＰＥ 札幌市 2:00:41

1104 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

1105 6435 田中 直之 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ 千歳市 2:00:45

1106 5190 和田 裕道 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 徳島県 2:00:48

1107 6029 堀本 勇太 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 札幌市 2:00:49

1108 6436 壁谷 望 ｶﾍﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 千歳市 2:00:51

1109 6077 斎藤 雅昭 ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 新川 札幌市 2:00:52

1110 6155 石山 幸夫 ｲｼﾔﾏ ﾕｷｵ ＨＤＣ 札幌市 2:01:01

1111 6440 田名辺 康隆 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾀｶ デンソー北海道 千歳市 2:01:24

1112 5830 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 苫小牧市 2:01:25

1112 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

1114 5965 今野 秀樹 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 2:01:34

1115 5986 吉澤 一郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 一郎 札幌市 2:01:35

1116 5905 最上 孝雄 ﾓｶﾞﾐ ﾀｶｵ 一郎 恵庭市 2:01:36

1117 6245 川代 智貴 ｶﾜｼﾛ ﾄﾓｷ 札幌市 2:01:42

1118 5074 達川 慶輔 ﾀﾂｶﾜ ｹｲｽｹ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:01:47

1119 6072 小山 拓 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 江別市 2:02:07

1119 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

1121 6113 泉 正明 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 札幌市 2:02:10

1122 5991 才川 大介 ｻｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:02:16

1123 5730 梅田 勝博 ｳﾒﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 岩見沢市 2:02:22

1124 6243 山本 禎信 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 由仁町 2:02:29

1125 5083 樋口 哲郎 ﾋｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 2:02:54

1126 5882 谷口 隆 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 函館市 2:03:01

1127 5653 小川 純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 登別市 2:03:09

1128 6455 青木 義行 ｱｵｷ ﾖｼﾕｷ 千歳市 2:03:14

1129 5518 谷口 誠伸 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾝ 札幌市 2:03:19

1129 5076 土屋 文男 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｵ 神奈川県 2:03:19

1131 6138 中島 拓真 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 札幌市 2:03:29

1132 6060 大津 将隆 ｵｵﾂ ﾏｻﾀｶ チーム黒田 札幌市 2:03:30

1133 6107 松井 仁志 ﾏﾂｲ ﾋﾄｼ 恵庭市 2:03:33

1133 5941 青山 克己 ｱｵﾔﾏ ｶﾂﾐ スポーツデポ 北広島市 2:03:33

1135 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

1136 6376 加家壁 弘志 ｶﾔｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 千歳市 2:03:46

1137 5764 河合 宣孝 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 札幌市 2:04:07

1138 6419 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 千歳市 2:04:11

1139 5202 秦野 剛司 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県 2:04:29

1140 5079 相川 雅和 ｱｲｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 2:04:33

1141 6348 村井 皓哉 ﾑﾗｲ ｺｳﾔ チームメル 千歳市 2:04:40

1142 6088 村田 信之 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 村田信之 札幌市 2:04:52

1143 5516 井上 好二 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:04:56

1144 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

1144 5904 江屋 一洋 ｴﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 2:04:58

1146 6242 藤田 宗昭 ﾌｼﾞﾀ ﾑﾈｱｷ ｏｚｕａｃ 札幌市 2:05:07

1147 6194 佐々木 一成 ｻｻｷ ｶｽﾞﾅﾘ 札幌市 2:05:08

1148 6167 藤田 正司 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 2:05:09

1149 6090 村上 祐司 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:05:16

1149 6118 小笠原 克彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾂﾋｺ Ｏｈａｎａ 札幌市 2:05:16
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1151 5868 岩崎 正志 ｲﾜｻｷ ﾏｻｼ 札幌市 2:05:18

1152 5167 白田 文昭 ｼﾛﾀ ﾌﾐｱｷ 大阪府 2:05:25

1153 6111 奥山 勝典 ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 苫小牧市 2:05:34

1154 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

1155 5581 榊原 和英 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 恵庭市 2:05:39

1156 5718 渡邊 良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 大和証券 札幌市 2:05:41

1157 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

1158 6156 眞木 哲也 ﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:05:57

1158 5712 森岡 文夫 ﾓﾘｵｶ ﾌﾐｵ ＦＨＣ＠ＲＵＮ 札幌市 2:05:57

1160 6377 深谷 聖一 ﾌｶﾔ ｾｲｲﾁ 金太郎一家 千歳市 2:05:58

1161 5320 大宅 朝夫 ｵｵﾔｹ ﾄﾓｵ 札幌市 2:06:03

1162 6383 鎌田 英雄 ｶﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 冬遊教 千歳市 2:06:07

1163 5951 新保 雅大 ｼﾝﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 新冠町 2:06:11

1164 5166 神並 健次郎 ｶﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大阪府 2:06:15

1165 5944 水谷 英一 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴｲｲﾁ 札幌市 2:06:27

1166 6052 本山 利進 ﾓﾄﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 札幌市 2:06:39

1167 6164 久保田 雄次 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ ウイズ 札幌市 2:06:56

1168 6040 近藤 政司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼﾞ 札幌市 2:07:17

1169 5859 畠 宏 ﾊﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 2:07:19

1169 6158 松井 誠司 ﾏﾂｲ ｾｲｼﾞ 室蘭市 2:07:19

1171 6130 小山 輝司 ｺﾔﾏ ﾃﾙｼﾞ 札幌市 2:07:41

1172 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

1173 6416 清水 友貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 悦馬会 千歳市 2:07:52

1174 6075 山上 洋之 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ ＴＭＷ 恵庭市 2:08:01

1175 5101 中村 民生 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｵ 千葉県 2:08:19

1176 6413 杉本 大地 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 悦馬会 千歳市 2:08:24

1177 5955 千葉 晋 ﾁﾊﾞ ｽｽﾑ 北広島市 2:08:31

1178 6215 浜田 毅 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 自然倶楽部 札幌市 2:08:36

1179 5046 加納 宏一 ｶﾉｳ ｺｳｲﾁ 名瀬走遊の会 東京都 2:08:40

1180 5164 西岡 真司 ﾆｼｵｶ ｼﾝｼﾞ 大阪府 2:08:58

1181 6476 仲澤 博行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千歳市 2:09:13

1182 5146 平瀬 昭広 ﾋﾗｾ ｱｷﾋﾛ Ｂ＆Ｉちーむ 愛知県 2:09:34

1183 5625 菅原 文秀 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 札幌市 2:09:36

1184 5850 山田 和則 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 2:09:44

1185 6024 松本 彦之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ポチポポ 札幌市 2:09:46

1185 6150 北島 茂 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 江別市 2:09:46

1185 6433 大石 健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 千歳市 2:09:46

1188 5797 木村 純一 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 函館市 2:09:52

1189 5062 相原 陽二 ｱｲﾊﾗ ﾖｳｼﾞ 神奈川県 2:10:01

1190 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

1191 5033 青木 智 ｱｵｷ ｻﾄｼ 東京都 2:10:15

1192 6204 佐藤 修 ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 帯広市 2:10:17

1193 5873 木幡 吉則 ｺﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 2:10:19

1193 6477 鐵原 透 ﾃﾂﾊﾗ ﾄｵﾙ 千歳市 2:10:19

1195 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

1196 5186 下村 理 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 2:10:38

1197 6237 村上 公一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 恵庭市 2:10:41

1198 6252 髙橋 周平 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 札幌市 2:10:48

1199 5043 小嶋 和樹 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 東京都 2:10:54

1200 5989 早川 強 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾖｼ 札幌市 2:10:59
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1201 6444 山﨑 晃 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾗ 千歳市 2:11:00

1202 5039 但木 康時 ﾀﾀﾞｷ ﾔｽｼﾞ 東京都 2:11:07

1202 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

1204 6190 渥美 良和 ｱﾂﾐ ﾖｼｶｽﾞ Ｈ－ＲＵＮ 札幌市 2:11:10

1205 5886 小山 洋雄 ｺﾔﾏ ﾋﾛｵ 北見市 2:11:27

1206 6043 馬場 海史 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 2:11:32

1207 5205 中移 慶介 ﾅｶｳﾂﾘ ｹｲｽｹ 鹿児島県 2:11:38

1208 6000 等々力 順祐 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾖﾘｽｹ ＲＵＮ― 札幌 札幌市 2:11:46

1209 5662 横島 完至 ﾖｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 札幌市 2:11:48

1210 6114 九龍 八道 ｸｳﾛﾝ ﾊﾁﾐﾁ 札幌市 2:11:49

1211 6233 庄田 裕明 ｼｮｳﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:11:51

1212 5141 沢辺 幹和 ｻﾜﾍﾞ ﾐｷｶｽﾞ 愛知県 2:11:59

1213 5489 唐川 智幸 ｶﾗｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 札幌市 2:12:03

1214 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

1215 6195 角谷 貴之 ｶﾄﾞﾔ ﾀｶﾕｷ ＣＲＥ 北広島市 2:12:23

1215 6219 山城 博紀 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛｷ ＣＲＥ 札幌市 2:12:23

1217 6181 坂本 義和 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ＣＲＥ 石狩市 2:12:24

1218 5961 松川 泰昭 ﾏﾂｶﾜ ﾔｽｱｷ 札幌市 2:12:32

1219 6390 山本 保 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾂ 千歳市 2:12:36

1220 6069 平出 英之 ﾋﾗﾃﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 釧路市 2:12:40

1221 6057 村田 守 ﾑﾗﾀ ﾏﾓﾙ チームＭＳＲ 登別市 2:12:50

1222 6412 有馬 寿夫 ｱﾘﾏ ﾋｻｵ 長沼クラブ 千歳市 2:13:04

1223 5966 千葉 裕司 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:13:06

1224 6136 佐藤 治人 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 北広島市 北広島市 2:13:12

1224 6173 野呂 善信 ﾉﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:13:12

1224 6437 久保田 信宏 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千歳市 2:13:12

1227 6148 阪野 俊治 ｻｶﾉ ﾄｼﾊﾙ オフィス阪野 札幌市 2:13:14

1228 6002 山下 雅永 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 苫小牧市 2:13:16

1229 5064 高山 友輔 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:13:30

1230 6425 本田 雅士 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 千歳市 2:13:33

1231 6116 我妻 公裕 ﾜｶﾞﾂﾏ ｷﾐﾋﾛ 江別市 2:13:36

1232 5842 吉川 芳弘 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 札幌交通 札幌市 2:14:01

1233 5217 野中 佑太 ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 秋田県 2:14:04

1234 6251 井川 毅 ｲｶﾞﾜ ﾂﾖｼ こぶし建設 札幌市 2:14:10

1235 6126 森本 琢 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸ 札幌市 2:14:20

1236 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

1237 5804 谷津 光俊 ﾔﾂ ﾐﾂﾄｼ 札幌市 2:14:42

1238 6475 高慶 康博 ﾀｶｹｲ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:15:05

1239 6229 北原 勇貴 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 札幌市 2:15:22

1240 5082 伊野 和馬 ｲﾉ ｶｽﾞﾏ 北里大学 神奈川県 2:15:27

1241 5808 小野寺 正裕 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 小樽市 2:15:30

1242 6478 太田 黎一 ｵｵﾀ ﾚｲｲﾁ 千歳市 2:16:26

1243 6458 松村 義実 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾐ 千歳市 2:16:32

1244 5741 太田 喜予承 ｵｵﾀ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市 2:16:46

1245 6054 高野 英哉 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞﾔ 札幌市 2:16:48

1246 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

1247 6083 石黒 一満 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐﾂ ＡＷ千歳 恵庭市 2:16:54

1248 5104 米村 有三 ﾖﾈﾑﾗ ﾕｳｿﾞｳ 千葉県 2:16:58

1249 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

1250 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
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1251 6241 藤田 勝之 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾕｷ 札幌市 2:17:10

1252 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

1253 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

1254 6152 谷口 哲弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 札幌市 2:17:27

1255 5037 藤田 幸生 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｵ 東京都 2:17:52

1256 5196 岳 和寿 ﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県 2:17:54

1257 5199 佐藤 敏哉 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 美野島ランナー 福岡県 2:17:59

1258 5028 高島 延仁 ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ 東京都 2:18:19

1259 6191 松山 聡 ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ 苫小牧市 2:18:35

1260 6145 今野 光明 ｺﾝﾉ ﾐﾂｱｷ 藤ヶ丘ＲＣ 札幌市 2:18:39

1261 5942 鈴木 伸二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 江別市 2:18:52

1262 6234 泊 茂雄 ﾄﾏﾘ ｼｹﾞｵ 札幌市 2:18:55

1263 5717 金田 浩 ｶﾈﾀ ﾋﾛｼ 幸栄住宅 札幌市 2:18:57

1264 5342 細野 正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ ノベルズ 帯広市 2:19:21

1265 6205 北原 和義 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 2:19:25

1266 5179 小西 満 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ 兵庫県 2:19:28

1266 6081 宮城 仁 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾄｼ 札幌市 2:19:28

1268 6175 阿部 健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 2:19:51

1269 6488 佐藤 正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 千歳市 2:19:57

1270 6427 伊藤 利裕 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 千歳市 2:20:09

1271 6124 橋本 昌樹 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 浦人ＲＣ 札幌市 2:20:11

1271 5044 渡辺 史郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 東急不動産 東京都 2:20:11

1273 6170 山田 康逸 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾂ 函館市 2:20:14

1274 6304 佐藤 慧太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 千歳市 2:21:20

1275 6224 浜崎 聖史 ﾊﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 室蘭市 2:21:28

1276 5072 高林 知生 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｵ 神奈川県 2:21:36

1277 5943 遠山 剛 ﾄｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 札幌市 2:21:51

1278 5127 高橋 邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 埼玉県 2:21:53

1279 6445 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 中山建設 千歳市 2:22:00

1280 6212 満保 裕太 ﾏﾝﾎﾞ ﾕｳﾀ 黒松内町 2:22:09

1281 6169 高橋 尋重 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼｹﾞ 札幌市 2:22:11

1282 5894 武田 光泰 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾔｽ 札幌市 2:22:25

1283 6446 手塚 敦祥 ﾃﾂﾞｶ ｱﾂﾖｼ 千歳市 2:22:52

1284 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

1285 5172 星野 輝孝 ﾎｼﾉ ﾃﾙﾀｶ 全日空 京都府 2:23:16

1286 5811 飛田 康彦 ﾄﾋﾞﾀ ﾔｽﾋｺ ＳＡＰＡ 札幌市 2:23:20

1287 5954 丹治 正夫 ﾀﾝｼﾞ ﾏｻｵ 札幌市 2:23:40

1287 6125 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 札隆 札幌市 2:23:40

1289 5142 畔柳 伸行 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:23:49

1290 6089 齊藤 榮吉 ｻｲﾄｳ ｴｲｷﾁ 札幌市 2:23:52

1291 5203 石橋 謙輔 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 佐賀県 2:24:05

1292 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

1293 5815 馬場 清哉 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ 札歯スキー部 札幌市 2:24:42

1294 5047 伊坂 琢也 ｲｻｶ ﾀｸﾔ 東京都 2:25:13

1295 5993 今井 信 ｲﾏｲ ﾏｺﾄ ジュエル 札幌市 2:25:16

1295 6460 池田 高雄 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｵ チームだるま 千歳市 2:25:16

1297 6254 平尾 末廣 ﾋﾗｵ ｽｴｼﾛ 札幌市 2:25:21

1298 6211 金谷 光太郎 ｶﾅﾔ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 2:25:23

1299 6146 渡邊 悌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 札幌市 2:25:37

1300 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
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1301 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

1302 6485 杉下 誠基 ｽｷﾞｼﾀ ｾｲｷ 千歳市 2:25:51

1303 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

1304 5586 千代川 丈士 ﾁﾖｶﾜ ﾀｹｼ 札幌市 2:26:14

1305 5427 松永 秀昭 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市 2:26:15

1306 5635 福田 聖哉 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 伴フレ札幌 札幌市 2:26:46

1307 6481 土田 哲 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 千歳市 2:26:47

1308 6247 鈴木 浩二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 登別市 2:27:05

1309 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

1310 5840 斎藤 昌幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 江別市 2:27:21

1311 5150 前田 浩 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 2:27:39

1312 6127 明上山 玄 ﾐｮｳｼﾞｮｳﾔﾏ ｹﾝ 札幌市 2:27:47

1313 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

1314 6202 関谷 信宏 ｾｷﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 2:27:54

1315 6188 山本 鉄雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ ＮＰＯえがお 帯広市 2:27:57

1316 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

1317 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

1318 6228 勝田 成久 ｶﾂﾀ ﾅﾙﾋｻ 札幌市 2:28:40

1319 5041 横田 直人 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄ 東京都 2:28:45

1320 6187 稲見 昇 ｲﾅﾐ ﾉﾎﾞﾙ ＲＵＮー札幌 札幌市 2:29:27

1321 6232 坂口 侑禧 ｻｶｸﾁ ﾕｳｷ 恵庭市 2:29:35

1322 6484 金山 祥大 ｶﾅﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:29:51

1323 6265 木下 直紀 ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ アルペン 札幌市 2:30:23

1324 5163 香西 亮祐 ｺｳｻﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 2:30:52

1325 6388 阿部 泰裕 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 千歳市 2:31:06

1326 6062 中村 啓二 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 札幌市 2:31:18

1327 5466 大西 拓馬 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾏ エスケーライン 札幌市 2:31:31

1328 5950 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ ＹＯＭＩ北海道 札幌市 2:31:41

1329 6178 久保 隆雄 ｸﾎﾞ ﾀｶｵ 銭函海岸通り 小樽市 2:31:56

1330 6479 森下 勉 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾄﾑ 千歳市 2:32:10

1331 6249 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 札幌市 2:32:25

1332 5803 葭原 崇 ﾖｼﾊﾗ ﾀｶｼ 札幌市 2:33:09

1333 6253 三澤 英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広ＲＣ 北広島市 2:34:41

1334 5040 脇谷 雄介 ﾜｷﾀﾆ ﾕｳｽｹ 東京都 2:35:35

1335 6183 出張 憲一 ﾃﾞﾊﾘ ｹﾝｲﾁ 札幌市 2:35:44

1336 5135 高見澤 昇 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 長野県 2:36:11

1336 6161 角 圭輔 ｶﾄﾞ ｹｲｽｹ ＫＳＫ 札幌市 2:36:11

1338 5168 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 大阪府 2:38:03

1339 5086 坂本 雅俊 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 2:38:25

1340 6240 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ ユックリ走る会 室蘭市 2:38:42

1341 5036 荒木 光徳 ｱﾗｷ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 2:40:07

1342 6235 髙橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 苫小牧市 2:40:48

1343 6248 伊浪 悠希 ｲﾅﾐ ﾕｳｷ 札幌市 2:41:48

1344 6487 伊藤 一成 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 一成不動産 千歳市 2:43:34

1345 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

1346 5087 飛澤 信也 ﾄﾋﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 神奈川県 2:45:52

1347 6013 松實 良樹 ﾏﾂﾐ ｶｽﾞｷ 札幌市 2:46:50

1348 5520 小原 寿一 ｺﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ ＳＳＣ走友会 札幌市 2:47:41

1349 5027 川上 良治 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾊﾙ 東京都 2:48:05

1350 6257 植松 佳郎 ｳｴﾏﾂ ﾖｼﾛｳ 安平町 2:49:52
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1351 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

1352 6197 横田 敏幸 ﾖｺﾀ ﾄｼﾕｷ 三信調剤薬局 札幌市 2:50:28

1353 6098 藤本 貞男 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾀﾞｵ 札幌市 2:51:19

1354 5184 牧野 清 ﾏｷﾉ ｷﾖｼ 兵庫県 2:52:01

1355 6256 金子 尚 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 札幌市 2:54:09

1356 5045 三成 紀夫 ﾐﾅﾘ ﾉﾘｵ 東京都 2:55:36

1357 6067 斉藤 慎次郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 北広島市 2:55:49

1358 5073 達川 淳一 ﾀﾂｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＥＳＴ 神奈川県 2:56:53

1359 5185 大家 卓 ｵｵﾔ ﾀｶｼ 兵庫県 2:57:09

1360 5049 阿部 光夫 ｱﾍﾞ ﾐﾂｵ 東京都 2:59:35

1361 5089 佐沢 暖 ｻｻﾞﾜ ｱﾂｼ シシリヤ 神奈川県 3:01:55

1362 6112 加藤 正光 ｶﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 苫小牧市 3:02:22

1363 6244 室谷 光治 ﾑﾛﾔ ｺｳｼﾞ ともか塾 札幌市 3:04:52

1364 5048 荒川 力 ｱﾗｶﾜ ﾁｶﾗ 東京都 3:07:35

1365 5050 山岡 義典 ﾔﾏｵｶ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:10:28

1366 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

1367 5208 久米 仁司 ｸﾒ ﾋﾄｼ 壺川クラブ 沖縄県 3:24:44

1368 6486 松田 孝裕 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 3:27:32

1369 6456 中川 翼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｽｸ 千歳市 3:27:33

1370 6489 高村 武仁 ﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 千歳市 4:08:17
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