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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

1 282 原田 拓 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸ ＦＲＯＧ 愛知県 2:19:29

2 401 塚本 秀志 ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ サン軽鉄 福岡県 2:22:44

3 325 浜田 浩佑 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ＧＲｌａｂ 大阪府 2:25:03

4 449 品田 雅人 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 米の有田商店 札幌市 2:31:59

5 454 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 島．ＲＣ千歳 苫小牧市 2:32:21

6 1996 猪俣 圭介 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 千歳市 2:35:03

7 402 富田 繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 膝が痛いです 福岡県 2:37:31

8 1802 石川 勝敏 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ １１普連３中 千歳市 2:38:22

9 453 馬場 敦志 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 宮スマイル院長 札幌市 2:38:34

10 452 片山 裕太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 札幌市 2:40:37

11 462 柳沢 隼人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 遠軽町 2:40:45

12 444 花井 志朗 ﾊﾅｲ ｼﾛｳ 札幌よるかぜ 札幌市 2:41:16

13 2 島津 正孝 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾀｶ 東京陸協 東京都 2:42:18

14 459 渋谷 暁 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ ＲＵＮな人 旭川市 2:43:42

15 474 今野 豪 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ 札幌市 2:44:01

16 326 坂本 直希 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪陸協 大阪府 2:44:30

17 415 村上 尚良 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾌﾐ 熊本県 2:45:16

18 1803 板垣 洋平 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 東京陸協 千歳市 2:45:23

19 478 藤島 圭恭 ﾌｼﾞｼﾏ ｹｲｽｹ 小樽市 2:46:00

20 190 土田 貴彦 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｺ アボット福走会 千葉県 2:47:19

21 450 宮嶋 馨 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｵﾙ ゲミヤクラブ 札幌市 2:47:29

22 494 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 北大消化器内科 札幌市 2:47:39

23 500 越智 哲夫 ｵﾁ ﾃﾂｵ 帯トラ 北見市 2:47:54

23 471 中南 智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 札幌市役所 札幌市 2:47:54

25 463 原 翔平 ﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 札幌市役所 札幌市 2:48:03

26 531 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 2:48:06

27 480 佐藤 一平 ｻﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 旭川陸上クラブ 旭川市 2:48:36

28 470 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ トヨタ北海道 苫小牧市 2:48:55

29 458 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ キズナ日高ＲＣ 新ひだか町 2:49:03

30 448 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 平取小学校 苫小牧市 2:49:38

31 1999 村山 晃洋 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 航空自衛隊 千歳市 2:50:11

32 477 新山 秀一 ﾆｲﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 2:50:38

33 476 三崎 裕也 ﾐｻｷ ﾋﾛﾔ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 2:50:53

34 1809 坪内 貴臣 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｵﾐ 千歳市 2:51:06

35 457 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 旭川市 2:51:22

36 481 平出 亘 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾜﾀﾙ 神宮外苑 札幌市 2:51:32

37 1810 相原 鉄平 ｱｲﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳ランナーズ 千歳市 2:51:35

38 284 立花 則夫 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾘｵ 田原市 愛知県 2:51:38

39 3 夏目 晋太郎 ﾅﾂﾒ ｼﾝﾀﾛｳ リスタート 東京都 2:51:54

40 451 後藤 修人 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾄ 札幌市 2:52:40

41 532 林崎 洋太 ﾘﾝｻﾞｷ ﾖｳﾀ 恵庭市 2:52:50

42 1807 勝野 潤一 ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千歳ランナーズ 千歳市 2:53:19

43 501 渡会 雅明 ﾜﾀﾗｲ ﾏｻｱｷ 函館中部高校 函館市 2:53:31

44 475 滝沢 敏之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 住友不動産販売 札幌市 2:54:10

45 517 中里 喜義 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖｼ ライフプラザ 札幌市 2:54:22

45 1828 竹内 元気 ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝｷ チーム福田 千歳市 2:54:22

47 528 山名 祥貴 ﾔﾏﾅ ﾖｼｷ 札幌市 2:54:30

48 1804 島崎 昌敏 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 島．ＲＣ千歳 千歳市 2:54:34

49 2001 松本 洋一 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千歳ランナーズ 千歳市 2:54:42

50 283 清水 淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:55:04
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51 593 佐藤 教人 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 2:55:26

52 489 相木 征宏 ｱｲｷ ﾏｻﾋﾛ ニッタイ旭川 旭川市 2:55:28

53 6 葛西 優輔 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 東京都 2:55:41

54 491 鳥井 泰 ﾄﾘｲ ﾔｽｼ 道マラソンク 札幌市 2:55:44

55 1812 坂本 康佳 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 作．ＡＣ北海道 千歳市 2:55:52

56 547 上田 英典 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 北広島市 2:56:21

57 523 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市 2:56:41

58 591 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧気分走会 苫小牧市 2:56:54

59 541 永井 裕也 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾔ 中標津町 2:57:14

60 1843 伊勢 将希 ｲｾ ﾏｻｷ 島．ＲＣ千歳 千歳市 2:57:15

61 467 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 札幌スポ館ＲＣ 月形町 2:57:24

62 274 宮澤 佳浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ すわっこＡＣ 長野県 2:57:34

63 488 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 2:57:57

64 1825 佐々木 雅明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 千歳市 2:58:01

65 516 松浦 明 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ スポ館ＲＣ 札幌市 2:58:12

66 404 勝野 博史 ｶﾂﾉ ﾋﾛｼ 福岡県 2:58:16

67 1 喜多 芳久 ｷﾀ ﾖｼﾋｻ 東京都 2:58:39

68 469 飯田 恵夢 ｲｲﾀﾞ ﾒｸﾞﾑ 北海道弾き語り 美深町 2:58:42

69 455 中川 整 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 2:59:04

70 641 和田 正樹 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ マイペース 苫小牧市 2:59:09

71 533 小澤 鉄也 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ チームのぼり坂 紋別市 2:59:10

72 8 角田 賢紀 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:59:21

73 513 久保 博嗣 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 2:59:23

74 13 粟飯原 隆司 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ ほかん 東京都 2:59:31

75 11 寺川 雄介 ﾃﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 東名化学工業 東京都 2:59:45

76 1816 山本 智彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 静業 千歳市 3:00:02

77 132 西村 和則 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 3:00:16

78 526 鎌田 浩二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:01:22

79 613 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 3:01:32

80 519 柴口 直之 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 札幌市 3:01:37

81 192 堀 文彰 ﾎﾘ ﾌﾐｱｷ オカモト 千葉県 3:02:01

82 1826 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 千歳市 3:02:10

83 1806 島津 一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 千歳市役所 千歳市 3:02:13

84 505 小玉 淳史 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ もやしもん 札幌市 3:02:30

85 460 後藤 則史 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ ちばりよ～ＲＣ 江別市 3:02:55

86 610 三品 裕太 ﾐｼﾅ ﾕｳﾀ 北見市 3:03:08

87 515 水江 伸夫 ﾐｽﾞｴ ﾉﾌﾞｵ エクセルＲＣ 札幌市 3:03:24

88 507 島田 真悟 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ５６ＲＣ 札幌市 3:03:27

89 503 前田 義久 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 登別小学校 登別市 3:04:00

90 479 齊藤 大将 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 釧路市 3:04:08

91 497 新岡 秀斗 ﾆｲｵｶ ｼｭｳﾄ 札幌市 3:04:11

92 504 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 3:04:20

93 498 藤島 和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市役所 札幌市 3:04:43

94 567 須藤 正明 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ クラブＲ２北海 札幌市 3:04:54

95 561 吾妻 俊彦 ｱﾂﾞﾏ ﾄｼﾋｺ サウルスＪＰ 遠軽町 3:05:00

95 565 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌陸協 札幌市 3:05:00

97 1829 田中 研一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ ほくとくん 千歳市 3:05:04

98 549 菅原 陵史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:05:05

99 447 渡邊 伸祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 小樽陸協 小樽市 3:05:32

100 558 西島 伸太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ ノースグリッド 札幌市 3:05:38
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101 499 石尾 和紀 ｲｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ Ｒコンセプト 札幌市 3:06:15

102 598 鈴木 昌司 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ イブリジニー 登別市 3:06:26

103 275 加島 長八 ｶｼﾏ ﾁｮｳﾊﾁ 株式会社加島屋 新潟県 3:06:30

104 328 一宮 光史 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｼ ＮＥＯクラフト 大阪府 3:06:41

105 527 藤井 啓之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ 新ひだか町 3:06:48

106 131 寺尾 洋人 ﾃﾗｵ ﾋﾛﾄ 神奈川県 3:06:50

107 580 中田 恭裕 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾛ 屯田なかた整骨 札幌市 3:07:02

108 917 佐藤 公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 札幌市 3:07:06

109 581 小林 博之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:07:23

110 512 鈴木 篤 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 北広島市 3:07:29

111 289 石崎 章浩 ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 3:07:35

112 1823 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 三角山走友会 千歳市 3:07:36

113 485 藤村 一也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾔ アスリーツラボ 札幌市 3:07:51

114 486 小倉 正寛 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ ＥＮＤＬＥＳＳ 札幌市 3:07:52

115 557 中村 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 五稜会病院 札幌市 3:08:38

116 550 湊 博詞 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｼ イブリジニー 登別市 3:08:54

117 334 永島 冬馬 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｳﾏ 大阪府 3:08:56

118 483 佐々木 昌人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ ＭＣＹＲ 恵庭市 3:09:01

119 575 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ ＹＳＡＣ 北見市 3:09:08

120 572 柳瀬 英樹 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｷ 西神楽お達者Ｃ 旭川市 3:09:11

121 608 長谷川 公範 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ 札幌山の上病院 札幌市 3:09:13

122 333 水本 圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 3:09:16

123 484 郷家 丈史 ｺﾞｳｹ ﾀｹｼ チームがまＦ 浦河町 3:09:25

124 281 高木 直紀 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ 島田走飲会 静岡県 3:09:42

125 466 植嶋 大地 ｳｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 札幌市 3:10:20

126 327 川中 和幸 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 大阪陸協 大阪府 3:10:22

127 330 山田 圭一 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大阪陸協 大阪府 3:10:33

128 629 小林 求 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾑ 恵み野病院 札幌市 3:10:37

129 954 桑原 智春 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓﾊﾙ ジェイエスビー 札幌市 3:10:50

130 582 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 3:10:54

131 595 丸山 卓也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ プリズン網走 網走市 3:11:00

132 15 岡 絢太 ｵｶ ｹﾝﾀ 東京都 3:11:06

133 773 北谷 将文 ｷﾀﾔ ﾏｻﾌﾐ 砂川市 3:11:14

134 624 狩野 陽介 ｶﾉ ﾖｳｽｹ かの 札幌市 3:11:39

135 473 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌エクセル 札幌市 3:12:02

136 398 草場 実 ｸｻﾊﾞ ﾐﾉﾙ 高知県 3:12:12

137 502 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市立病院 砂川市 3:12:13

138 564 鳥山 博隆 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 帯広市 3:12:30

139 544 紫竹 光 ｼﾁｸ ﾋｶﾙ エクセルＲＣ 札幌市 3:12:31

140 322 森本 剛 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹｼ 滋賀県 3:12:32

141 625 安栗 美典 ﾔｽｸﾘ ﾖｼﾉﾘ ２３６ＲＣ 旭川市 3:12:34

142 405 楢木 善継 ﾅﾗｷ ﾖｼﾂｸﾞ クラブＲ２九州 福岡県 3:12:35

143 18 伊藤 忠弘 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 3:13:02

144 542 内田 道 ｳﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ 札幌市 3:13:05

145 1818 イトウ コウタ ｲﾄｳ ｺｳﾀ 千歳ランナーズ 千歳市 3:13:09

146 631 平井 要 ﾋﾗｲ ｶﾅﾒ ラン＆サウナー 恵庭市 3:13:27

147 510 山下 肇 ﾔﾏｼﾀ ﾊｼﾞﾒ ちばりよＲＣ 北広島市 3:13:30

148 436 菊谷 賢 ｷｸﾔ ﾏｻﾙ 青森県 3:13:31

149 568 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:13:39

150 1808 堀 仁志 ﾎﾘ ﾏｻｼ 千歳市 3:13:47
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151 493 宇治 憲一郎 ｳｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ミカサＲＣ 三笠市 3:14:02

152 560 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ ＴＯＫＡＩ 札幌市 3:14:11

152 599 和田 崇 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 3:14:11

154 635 佐野 雄一 ｻﾉ ﾕｳｲﾁ ２ＢＦ 室蘭市 3:14:12

155 482 駒澤 昇吾 ｺﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 新ひだか町 3:14:24

156 825 岡山 和弘 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 洞爺湖町 3:14:41

157 1817 吉田 仁 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 千歳市 3:14:51

157 506 山名 高典 ﾔﾏﾅ ﾀｶﾉﾘ Ｌｉｎｄａ 札幌市 3:14:51

159 1813 高橋 勇貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 千歳市 3:14:54

160 758 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ ノースウインド 釧路市 3:14:55

161 371 山本 陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 3:14:57

162 566 金田 一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 三角山走友会 札幌市 3:15:05

163 434 柴田 公久 ｼﾊﾞﾀ ｷﾐﾋｻ ニプロＡＣ 秋田県 3:15:06

164 683 吉見 憲和 ﾖｼﾐ ﾉﾘｶｽﾞ 恵庭市 3:15:16

164 636 佐藤 昌宏 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:15:16

166 831 伊東 隼輝 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 札幌市 3:15:17

167 698 川村 幸逸 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｲﾂ 札幌市 3:15:42

168 895 保科 秀明 ﾎｼﾅ ﾋﾃﾞｱｷ 旭川市 3:16:03

169 9 笠原 光太郎 ｶｻﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 3:16:04

170 587 上山 賢大 ｳｴﾔﾏ ｹﾝﾀﾞｲ 札幌市 3:16:06

171 487 荻野 博文 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾌﾐ 道新アクティ 北広島市 3:16:23

172 579 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 三角山走友会 札幌市 3:16:44

173 801 根城 健介 ﾈｼﾛ ｹﾝｽｹ 札幌市 3:16:46

174 709 衣原 潤一 ｺﾛﾓﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 帯広市 3:16:47

175 525 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 斗南病院 札幌市 3:16:50

176 674 富山 英範 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌開建 札幌市 3:16:52

177 605 瀧川 修 ﾀｷｶﾜ ｵｻﾑ 作．ＲＵＮ 札幌市 3:17:13

177 615 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:17:13

179 1273 田口 秀樹 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ トヨタ北海道 苫小牧市 3:17:30

180 4 枝川 邦治 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｸﾆﾊﾙ ９０４関西 東京都 3:17:35

181 540 住田 喬哉 ｽﾐﾀ ﾀｶﾔ 北広島ＲＣ 北広島市 3:17:37

182 731 岩間 直樹 ｲﾜﾏ ﾅｵｷ 凹たれん隊 江別市 3:17:40

183 1832 安部 伸吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 機甲砲兵 千歳市 3:18:03

184 655 遠藤 和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ マサシナイトラ 名寄市 3:18:05

185 440 三浦 隆寛 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 青森県 3:18:08

186 675 児玉 慎太郎 ｺﾀﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 航空自衛隊千歳 恵庭市 3:18:11

187 536 敦賀 和夫 ﾂﾙｶﾞ ｶｽﾞｵ 札幌市 3:18:21

188 492 石丸 礼央 ｲｼﾏﾙ ﾚｵ 士別市 3:18:25

188 530 中川 恭太 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳﾀ 札幌市 3:18:25

190 21 荘司 正人 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 東京都 3:18:29

191 689 相澤 卓也 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 札幌市 3:18:31

192 193 秋田 洋明 ｱｷﾀ ﾋﾛｱｷ キッコーマン 千葉県 3:18:37

193 658 樽井 貴広 ﾀﾙｲ ﾀｶﾋﾛ 名寄調剤薬局 名寄市 3:18:41

194 577 米澤 博史 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛｼ プリズン網走 網走市 3:18:45

195 740 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:18:47

196 1805 小出 文明 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐｱｷ 千歳市 3:18:48

197 1822 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:18:52

198 762 佐藤 雄大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 3:18:59

199 1821 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 千歳市 3:19:07

200 713 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ももラン 札幌市 3:19:11
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201 993 市川 颯人 ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 札幌市 3:19:14

202 668 中野 誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 根室市介護課長 根室市 3:19:20

203 1598 小路 拡 ｼｮｳｼﾞ ｺｳ 札幌市 3:19:24

204 1231 浦添 圭司 ｳﾗｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 伊達市 3:19:49

205 779 笹島 慎介 ｻｻｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 札幌市 3:19:56

206 552 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ エクセルＲＣ 札幌市 3:19:58

207 588 竹谷 信徳 ﾀｹﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 恵庭市 3:20:11

208 559 柳 寛史 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ コンタクトオフ 札幌市 3:20:28

209 28 榎本 尚 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵ 東京都 3:20:30

210 570 遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 佐呂間町 3:20:33

211 144 中村 岳征 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾕｷ 多摩川クラブ 神奈川県 3:20:42

212 1141 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新十津川町 3:20:54

213 733 林 徹 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 帯広市 3:20:59

213 904 芳賀 拓也 ﾊｶﾞ ﾀｸﾔ 札幌市 3:20:59

215 628 藤田 隆行 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:21:00

216 576 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ そうちゃんず 札幌市 3:21:02

217 135 八木 謙一郎 ﾔｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:21:05

218 406 山本 弘隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 福岡陸上競技協 福岡県 3:21:16

219 870 櫻澤 一人 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 雅司ナイトラン 江別市 3:21:22

220 126 阿部 哲晴 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾊﾙ ＫＭＣ 神奈川県 3:21:53

221 1827 工藤 和貴 ｸﾄﾞｳ ﾜｷ 千歳市 3:21:59

222 2002 富所 大河 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾀｲｶﾞ 千歳市 3:22:12

223 712 鈴木 智史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 札幌市 3:22:23

223 717 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ イブリジニー 洞爺湖町 3:22:23

225 947 羽田 陽 ﾊﾀ ﾖｳ 札幌市 3:22:28

226 1839 五十嵐 正悟 ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳｺﾞ 北都交通 千歳市 3:22:39

227 617 佐久間 哲也 ｻｸﾏ ﾃﾂﾔ 赤レンガ走友会 札幌市 3:22:43

228 734 波岡 茂顕 ﾅﾐｵｶ ｼｹﾞｱｷ 釧路市 3:22:50

229 744 山中 啓正 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾏｻ エコランナー 札幌市 3:22:58

230 389 橋田 真志 ﾊｼﾀﾞ ﾏｻｼ 広島県 3:22:59

231 509 清宮 隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 北洋銀行 札幌市 3:23:01

232 842 大川 裕樹 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 帯広市 3:23:04

233 656 佐野 孝憲 ｻﾉ ﾀｶﾉﾘ 幾寅ＲＣ 南富良野町 3:23:11

234 787 杉原 和之 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 3:23:12

235 1835 鳴海 智弘 ﾅﾙﾐ ﾄﾓﾋﾛ 千歳市 3:23:18

236 777 佐藤 佐武郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ チームねねすけ 登別市 3:23:20

237 1168 坂 和平 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾍｲ 室蘭市 3:23:27

238 961 浜野 静男 ﾊﾏﾉ ｼｽﾞｵ 根室ＳＡＣ 根室市 3:23:29

238 534 井下田 英樹 ｲｹﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:23:29

238 795 樫山 亘浩 ｶｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 帯広市 3:23:29

241 707 石浦 真樹 ｲｼｳﾗ ﾏｻｷ 地下鉄駅員ＲＣ 札幌市 3:23:44

242 125 杉山 ヘンリー ｽｷﾞﾔﾏ ﾍﾝﾘｰ 東京都 3:23:51

243 238 松川 健一 ﾏﾂｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:23:59

244 600 谷藤 弘知 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾛｻﾄ ＥＣＯ 南幌町 3:24:07

245 775 満永 将之 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾕｷ アースレックス 札幌市 3:24:09

246 711 栗田 哲也 ｸﾘﾀ ﾃﾂﾔ 北ガス 札幌市 3:24:10

247 562 古内 一 ﾌﾙｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 3:24:11

248 535 大西 智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 3:24:20

249 690 山口 和彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 函館走ろう会 函館市 3:24:21

250 1310 中尾 侑太 ﾅｶｵ ﾕｳﾀ 札幌市 3:24:25
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251 671 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:24:42

252 1923 濱田 泰存 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 千歳市 3:24:43

253 237 前川 文彦 ﾏｴｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 茨城県 3:24:44

254 12 藤澤 玲央 ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 東京陸協 東京都 3:24:47

255 789 諏訪 滋 ｽﾜ ｼｹﾞﾙ ﾆｾｺ町 3:24:50

256 735 佐々木 慎治 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 函館市 3:24:51

257 937 坂田 智浩 ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 橋本ＲＣ 札幌市 3:24:53

257 774 鬼頭 和義 ｷﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 新冠町 3:24:53

259 604 中野 靖弘 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 北見市 3:25:04

260 808 鎌田 聡 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ イブリジニー 洞爺湖町 3:25:06

261 2003 和泉 剛 ｲｽﾞﾐ ﾂﾖｼ 千歳市 3:25:09

262 822 宮川 和也 ﾐﾔｶﾜ ｶｽﾞﾔ イオン北海道 函館市 3:25:11

263 719 神山 一哉 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 札幌市 3:25:26

264 391 伊藤 弘貴 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 広島県 3:25:32

265 632 花田 啓祐 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ ウトナイ小 苫小牧市 3:25:46

266 622 市川 悟 ｲﾁｶﾜ ｻﾄﾙ 恵庭市 3:25:50

267 197 荒井 孝宏 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 3:25:51

268 649 山越 幸康 ﾔﾏｺｼ ﾕｷﾔｽ 赤レンガ走友会 札幌市 3:25:53

269 654 櫻井 純男 ｻｸﾗｲ ｽﾐｵ ファイザー 札幌市 3:26:02

270 659 二本柳 昌哉 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾔ 札幌市 3:26:06

271 39 菊田 淳司 ｷｸﾀ ｱﾂｼ 日本航空 東京都 3:26:15

272 590 村山 保志人 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼﾄ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 3:26:18

273 191 越原 大賀 ｺｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 早大ほかん 千葉県 3:26:20

274 1454 高田 雄生 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 東海大札幌高校 札幌市 3:26:22

275 715 渋谷 健二 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:26:24

276 1871 田島 義三 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 千歳市 3:26:25

277 721 香田 悠渡 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩見沢市 3:26:34

278 585 柴原 雄樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:26:40

279 618 木村 悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 札幌市 3:26:47

280 764 角谷 悟史 ｶﾄﾞﾔ ｻﾄｼ 札幌市 3:26:56

281 652 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽骨髄バンク 小樽市 3:27:17

282 43 近藤 正典 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 3:27:19

282 692 金塚 克己 ｶﾅﾂﾞｶ ｶﾂﾐ 札幌市 3:27:19

284 430 平野 寿謙 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ ＴＲＡＣＫ東京 宮城県 3:27:23

284 657 阿部 喜栄治 ｱﾍﾞ ｷｴｼﾞ 北見はしろう会 北見市 3:27:23

284 660 明上 卓也 ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 六華ランナーズ 札幌市 3:27:23

287 529 趙 大在 ﾁｮｳ ﾃｼﾞｪ 伊達市 3:27:26

288 815 紺野 智一 ｺﾝﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 札幌市 3:27:28

289 651 西森 秀二 ﾆｼﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ ノースウインド 釧路市 3:27:31

290 785 笹森 純 ｻｻﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 札幌市 3:27:34

291 665 福井 宏登 ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ 赤レンガ走友会 札幌市 3:27:35

292 128 篠田 隆之 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:27:37

293 634 熊谷 智之 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾕｷ 留寿都村 3:27:38

294 677 福田 大樹 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 苫小牧市 3:27:39

295 621 小山 桂一 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁ ＪＲ石タカＡＣ 石狩市 3:27:41

296 725 菅原 賢二 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 岩見沢市 3:27:50

297 650 東出 拓真 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｸﾏ ＪＲＭＣ 札幌市 3:27:52

298 680 渡部 裕幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ うんちゃんず 札幌市 3:27:55

299 1074 山角 雄一 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 美唄東高校 美唄市 3:27:57

300 1955 河内 康治 ｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ 千歳市 3:28:03
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301 368 林 恭平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 和歌山県 3:28:10

302 556 上野 浩 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 新琴似 札幌市 3:28:21

303 730 畠本 洋介 ﾊﾀﾓﾄ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:28:26

304 1830 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 島．ＲＣ千歳 千歳市 3:28:47

305 666 戸屋 直樹 ﾄﾔ ﾅｵｷ 旭川市 3:28:52

306 642 木村 朋路 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐﾁ 札幌市 3:28:55

307 676 畠山 正徳 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 3:28:59

308 866 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＪＲ都市開発 札幌市 3:29:03

309 290 森田 正弘 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 3:29:04

310 1927 長谷部 翔大 ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳﾀ 千歳市 3:29:06

311 73 野牧 源太 ﾉﾏｷ ｹﾞﾝﾀ 東京都 3:29:10

312 1905 奥寺 武 ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 千歳市 3:29:12

313 872 武田 弘毅 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 岩見沢市 3:29:13

314 1218 中村 遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 札幌市 3:29:18

315 253 大亀 正斗 ｵｵｶﾒ ﾏｻﾄ 大和田５ＡＣ 埼玉県 3:29:21

316 194 河野 健男 ｺｳﾉ ﾀﾂｵ 市川ＭＣ 千葉県 3:29:29

317 423 中本 和樹 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 那覇バス（株） 沖縄県 3:29:42

318 431 福田 利克 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｶﾂ 横浜緑走友会 宮城県 3:29:57

319 746 西倉 宏昌 ﾆｼｸﾗ ﾋﾛﾏｻ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:30:10

320 806 上野 貴志 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 苫小牧市 3:30:25

321 553 内山 数貴 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:30:40

322 548 田辺 靖 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 札幌市 3:30:48

322 681 河口 直規 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ ＪＯＧＢＡＫＡ 札幌市 3:30:48

324 890 安村 重幸 ﾔｽﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 帯トラ 帯広市 3:30:54

325 912 村上 豊 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ 恵庭市 3:31:33

326 644 藤田 真澄 ﾌｼﾞﾀ ﾏｽﾐ ＪＲＭＣ 札幌市 3:31:39

327 20 周藤 貴一郎 ｼｭｳﾄﾞｳ ｷｲﾁﾛｳ ＪＡＬＲＣ 東京都 3:31:44

328 554 岡村 峻 ｵｶﾑﾗ ｼｭﾝ 札幌市 3:31:49

328 704 西村 重信 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 釧路市 3:31:49

330 823 飯島 康生 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｵ 道マラソンク 札幌市 3:32:00

331 2008 山田 幸樹 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 千歳市 3:32:25

332 1864 三木 伸二 ﾐｷ ｼﾝｼﾞ 千歳市 3:32:39

333 846 古町 英介 ﾌﾙﾏﾁ ｴｲｽｹ 登別市 3:32:44

334 626 伊藤 千宜 ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 札幌市 3:32:48

334 738 八鍬 義幸 ﾔｸﾜ ﾖｼﾕｷ 綾桜翔 網走市 3:32:48

336 763 井澗 弘亘 ｲﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 3:32:51

337 627 井川 明 ｲｶﾞﾜ ｱｷﾗ 旭川市 3:32:57

338 759 田中 芳典 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 3:33:02

339 769 栗山 勇樹 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 平岸脳神経ＣＬ 札幌市 3:33:05

340 539 太田 達仁 ｵｵﾀ ﾀﾂﾋﾄ 北広島市 3:33:12

341 980 小柳 謙太郎 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:33:16

342 206 大坪 祐一朗 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 走る白鳥男 千葉県 3:33:17

343 293 谷澤 憲治 ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:33:22

344 247 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ カタリナーズ 栃木県 3:33:24

345 287 本田 武史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 3:33:29

346 17 野村 隆 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 3:33:37

347 1865 佐藤 幸徳 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 3:33:38

348 981 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 苫小牧北光小 白老町 3:33:48

349 1114 山田 郁博 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾋﾛ 一人で走るもん 函館市 3:33:50

349 745 生野 貴之 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 帯広市 3:33:50
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351 1842 城木 祐二 ｼﾛｷ ﾕｳｼﾞ 千歳市 3:33:51

352 1837 出口 善久 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 千歳市 3:33:52

353 824 安田 高穂 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｵ 旭川市 3:33:54

354 836 会沢 佳昭 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ 岩見沢市立病院 岩見沢市 3:33:56

354 749 大関 健司 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:33:56

356 696 近藤 昌夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ Ｍ・Ｒ・Ｃ 札幌市 3:34:04

356 647 杉本 章 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 上士幌町 3:34:04

358 468 加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 真勇会 札幌市 3:34:10

359 729 塚原 孝巳 ﾂｶﾊﾗ ﾀｶﾐ 札幌市 3:34:21

360 791 清野 伸宏 ｾｲﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ マリンバンク 札幌市 3:34:24

361 1006 高崎 大 ﾀｶｻｷ ﾏｻﾙ 凸版印刷 札幌市 3:34:39

362 1028 大塚 真史 ｵｵﾂｶ ﾏｻｼ 札幌市 3:34:52

363 802 斉藤 悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 札幌市 3:34:53

364 720 大上 克也 ｵｵｶﾞﾐ ｶﾂﾔ 鹿追町役場 鹿追町 3:34:56

365 639 米田 冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌エクセルＲ 札幌市 3:34:59

366 804 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 雄武町 3:35:02

367 296 山本 政充 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ 愛知県 3:35:16

368 701 金谷 義孝 ｶﾅﾔ ﾖｼﾀｶ 帯広市森の里小 帯広市 3:35:20

369 291 平田 達也 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 愛知県 3:35:24

370 646 森廣 和幸 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾕｷ チームねねすけ 札幌市 3:35:25

371 292 安藤 秀文 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 鈴木ランニング 愛知県 3:35:50

372 907 松本 大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ ちばりよ～ＲＣ 江別市 3:35:53

373 262 奈良林 修 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 埼玉県 3:36:02

373 1850 中村 将裕 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 3:36:02

375 214 杉山 健志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ ニッポンラナ 千葉県 3:36:12

376 143 関口 明彦 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 3:36:24

376 867 佐藤 友助 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:36:24

378 19 大岩 徹 ｵｵｲﾜ ﾄｵﾙ 東京都 3:36:28

379 251 高橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 埼玉県 3:36:30

380 640 中澤 文彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 苫小牧市 3:36:35

381 839 森 敏隆 ﾓﾘ ﾄｼﾀｶ ＫＣＲ 釧路市 3:36:36

382 1221 城山 剛一 ｼﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ ちーむぺんぎん 札幌市 3:36:44

383 1117 鴻池 洋志 ｺｳﾉｲｹ ﾋﾛｼ つうけん 恵庭市 3:36:48

384 136 平本 哲広 ﾋﾗﾓﾄ ｱｷﾋﾛ アビリティ 神奈川県 3:36:51

385 757 永田 純輝 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｷ ＨＢＡＲＣ 札幌市 3:36:54

386 818 押切 英司 ｵｼｷﾘ ｴｲｼﾞ 札幌市 3:36:55

387 546 太田 諒 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 旭川市 3:36:59

388 1095 堀野 宏一 ﾎﾘﾉ ｺｳｲﾁ チームぷっ 札幌市 3:37:04

389 134 乾 隆政 ｲﾇｲ ﾀｶﾏｻ 横浜市陸協 神奈川県 3:37:21

390 982 鹿内 俊一郎 ｼｶﾅｲ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 北見市 3:37:23

391 569 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 作．ＲＵＮ 札幌市 3:37:31

392 254 渡辺 勤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ＷＡＴＡＫＩＮ 埼玉県 3:37:32

393 1124 目黒 州 ﾒｸﾞﾛ ｼｭｳ 札幌市 3:37:40

394 606 福田 仁 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄｼ ハノハノ陸上部 札幌市 3:37:45

394 799 田中 克彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 医）田中医院 美幌町 3:37:45

396 673 高橋 慶次 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:37:52

397 1914 磯貝 大介 ｲｿｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 千歳市 3:38:00

398 294 神谷 洋 ｶﾐﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 3:38:07

399 342 樋口 晃 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ 大阪府 3:38:13

400 946 今井 悦史 ｲﾏｲ ｴﾂｼ グッジョブ 札幌市 3:38:22
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401 620 関口 和則 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 恵庭市 恵庭市 3:38:32

402 1235 森本 龍志 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｼ ＢＢ名寄店 名寄市 3:38:34

402 78 大畑 幸司 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 3:38:34

404 633 川村 悠介 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 登別市 3:38:36

405 2005 佐藤 道明 ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ ７Ｃ 千歳市 3:38:47

406 586 鍬形 忠光 ｸﾜｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾐﾂ 札幌市 3:38:51

406 2011 松岡 淳 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝ 空自千歳基地 千歳市 3:38:51

408 829 石田 祥之 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:39:07

409 869 高本 武士 ﾀｶﾓﾄ ﾀｹｼ 札幌市 3:39:15

410 1070 樫山 博喜 ｶｼﾔﾏ ﾋﾛｷ かぶきんぐす 岩内町 3:39:23

411 653 岡 稔 ｵｶ ﾐﾉﾙ 旭川市 3:39:24

412 375 上野 徳之 ｳｴﾉ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 3:39:35

413 807 小林 則宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:39:36

414 1896 山澤 雅俊 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 千歳市 3:39:50

415 638 石井 邦典 ｲｼｲ ｸﾆﾉﾘ クラブＲ２ 札幌市 3:39:51

416 985 今 飛馬 ｺﾝ ﾋｭｳﾏ 恵庭市 3:39:56

417 999 脇屋 海渡 ﾜｷﾔ ｶｲﾄ ＨＢＡＲＣ 札幌市 3:40:00

418 589 片岡 哲郎 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:40:01

419 887 道下 徹 ﾐﾁｼﾀ ﾄｵﾙ 札幌市 3:40:05

420 828 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ チーム緑ガメ 苫小牧市 3:40:12

421 1057 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ ＦＲＣ 江別市 3:40:21

422 700 大黒 克已 ｵｵｸﾛ ｶﾂﾐ 苫小牧市 3:40:24

423 1836 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 千歳市 3:40:25

424 798 西長 直也 ﾆｼﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 旭川市 3:40:27

425 662 村田 啓児 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:40:31

425 2004 藤崎 秀人 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾄ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 3:40:31

425 794 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 3:40:31

428 1304 米倉 浩司 ﾖﾈｸﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:40:32

429 1866 齋藤 岳人 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾄ 千歳市 3:40:40

430 358 青木 亮 ｱｵｷ ｱｷﾗ ミツワＲＵＮ 京都府 3:40:41

431 543 大水 信幸 ｵｵﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 3:41:00

432 14 宮本 正樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 3:41:01

433 766 池田 秀登 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 札幌市 3:41:10

434 1195 生富 陽二 ｲｸﾄﾐ ﾖｳｼﾞ 札幌市 3:41:19

435 780 草ヶ谷 達也 ｸｻｶﾞﾔ ﾀﾂﾔ 札幌市 3:41:24

436 288 渡部 勇 ﾜﾀﾍﾞ ｲｻﾑ シス。スクエア 愛知県 3:41:36

437 271 村上 洋郎 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｵ 群馬県 3:41:39

438 1888 村上 義一 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 3:41:40

438 885 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 3:41:40

440 1949 井上 智之 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾕｷ 千歳市 3:41:41

441 1669 中堀 史浩 ﾅｶﾎﾘ ﾌﾐﾋﾛ 第７師団 恵庭市 3:41:43

442 687 大久保 直哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 帯トラ 恵庭市 3:41:47

443 903 梁田 宏明 ﾔﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ サロマンズ 札幌市 3:41:49

444 670 箱崎 和好 ﾊｺｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 三角山走友会 札幌市 3:41:52

445 34 山崎 恭兵 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 東京都 3:41:54

446 765 鎌塚 龍生 ｶﾏﾂﾞｶ ﾘｭｳｾｲ 酪農学園大学 江別市 3:41:59

447 1399 藤田 匠 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 江別市 3:42:00

447 853 近藤 篤 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 札幌市 3:42:00

449 663 森田 敏明 ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ ノースウインド 釧路市 3:42:09

450 838 加藤 渉 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 余防 札幌市 3:42:10
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451 879 上坂 貴洋 ｳｴｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:42:18

452 921 中田 浩紀 ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ ＴＥＡＭたっぴ 小樽市 3:42:19

453 737 入屋 静男 ｲﾘﾔ ｼｽﾞｵ 瞬走 札幌市 3:42:20

454 899 佐野 博之 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:42:29

455 803 石橋 宏明 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 豊平ＪＰ 札幌市 3:42:43

456 538 八幡 雅浩 ﾔﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ ゆあみｓｔａ 恵庭市 3:42:49

457 1130 八木 陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:43:04

458 900 大下 傑 ｵｵｼﾀ ｽｸﾞﾙ トヨタレンタ 函館市 3:43:05

459 915 磯貝 晃一 ｲｿｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 開発調査研究所 北広島市 3:43:07

460 669 松井 久志 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 三菱電機 札幌市 3:43:20

461 837 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 苫小牧市 3:43:30

462 948 徳田 拓也 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾔ アキランメイツ 札幌市 3:43:46

463 848 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 札幌市 3:43:50

464 1204 小林 寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ こばちりょ 札幌市 3:44:00

465 933 川眞田 潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 大雪を囲む会 新十津川町 3:44:05

465 578 高橋 洋次 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ 札幌市 3:44:05

467 220 菊野 道生 ｷｸﾉ ﾐﾁｵ 千葉県 3:44:14

468 336 藤原 敏治 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾊﾙ 大阪府 3:44:36

469 339 上木 泰雅 ｳｴｷ ﾔｽﾏｻ 大阪府 3:44:41

470 584 藪中 晃宏 ﾔﾌﾞﾅｶ ｱｷﾋﾛ 士別市役所 士別市 3:44:47

471 428 野内 正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ かえるかわうち 福島県 3:44:51

472 931 宮本 慎也 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾔ ちゃん 厚真町 3:44:52

473 1890 横田 佑也 ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ 千歳市 3:44:55

474 1099 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 苫小牧市 3:44:58

475 920 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 北見市 3:45:01

476 1005 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 田畑塾 札幌市 3:45:04

477 24 三上 弘高 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 東京都 3:45:08

478 844 佐藤 隼介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:45:13

478 199 森山 晶生 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷｵ 千葉県 3:45:13

480 861 雲野 明 ｳﾝﾉ ｱｷﾗ ビール飲み隊 岩見沢市 3:45:22

481 1111 中村 慎治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 登別ステージ 登別市 3:45:27

482 1845 中村 祐司 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 千歳市 3:45:36

482 1131 古山 智 ﾌﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 江別市 3:45:36

484 1132 小黒 功太朗 ｵｸﾞﾛ ｺｳﾀﾛｳ 函館五稜郭病院 函館市 3:45:44

485 1885 目黒 航平 ﾒｸﾞﾛ ｺｳﾍｲ 大鎮キムラ建設 千歳市 3:45:49

486 956 谷口 淳一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 札幌緑花会 札幌市 3:45:51

487 919 佐藤 孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ チームかくて 帯広市 3:45:56

488 1018 北川 隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 滝川市 3:45:57

488 439 関 威 ｾｷ ﾀｹｼ 青森県 3:45:57

490 1182 塚越 海 ﾂｶｺｼ ｶｲ 恵庭市 3:45:58

491 201 一場 康晴 ｲﾁﾊﾞ ﾔｽﾊﾙ 千葉県 3:46:00

492 941 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ ハイブリッジ 札幌市 3:46:07

493 892 徳冨 義則 ﾄｸﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ 北海道信用金庫 江別市 3:46:19

494 1264 沢内 佑也 ｻﾜｳﾁ ﾕｳﾔ 札幌市 3:46:21

495 1123 小林 勇樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 恵庭市 3:46:29

496 29 小野木 里紀 ｵﾉｷﾞ ﾘｷ ＳＳＫ 東京都 3:46:31

497 1106 柳谷 直樹 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵｷ 岩見沢市 3:46:33

497 963 今橋 栄次郎 ｲﾏﾊｼ ｴｲｼﾞﾛｳ 札幌市 3:46:33

499 830 安藤 勇治 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ ビール飲み隊 美唄市 3:46:44

500 256 森田 勝彦 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾋｺ 埼玉県 3:46:48
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500 341 花家 保宏 ﾊﾅｹ ﾔｽﾋﾛ 大阪府 3:46:48

500 1945 山本 純輝 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 千歳市 3:46:48

503 958 中村 勝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 別海ＭＣ 別海町 3:46:51

504 1108 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 三建設備工業 東川町 3:46:53

505 727 中山 央輝 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ ＪＲ北海道ＭＣ 北斗市 3:46:56

506 1648 瀧田 弥慶 ﾀｷﾀ ﾐﾂﾉﾘ 旭川市 3:46:57

507 845 佐野 元太 ｻﾉ ｹﾞﾝﾀ 札幌市 3:46:59

508 883 白鳥 洋征 ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:47:01

509 1067 小島 修斗 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 札幌緑花会３Ｒ 札幌市 3:47:03

509 1266 宮本 健志郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 江別市 3:47:03

511 1857 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 千歳市 3:47:07

512 1045 山田 博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:47:10

512 424 長嶺 尚之 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾕｷ 沖縄県 3:47:10

512 33 山本 憲司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＥＮＥＡＲＣ 東京都 3:47:10

515 726 伊藤 友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 小樽市 3:47:13

516 693 上岡 登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分走会 苫小牧市 3:47:23

517 800 川西 悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 札幌市 3:47:32

518 667 古川 欣吾 ﾌﾙｶﾜ ｷﾝｺﾞ 札幌市 3:47:41

519 1746 竹中 来希 ﾀｹﾅｶ ﾗｲｷ 陸自 札幌市 3:47:42

520 973 西村 泰史 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 橋本ＲＣ 札幌市 3:47:48

521 1166 幌岩 雄二 ﾎﾛｲﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:47:58

522 2029 稲葉 貴司 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 千歳市 3:48:01

522 834 笹川 淳一 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札個人タクシー 札幌市 3:48:01

524 882 在原 洋平 ｱﾘﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 札幌市 3:48:04

525 619 佐藤 博昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:48:05

526 924 山本 賢二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 登別市 3:48:06

527 796 西 恭弘 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 日立造船ＭＡＤ 江別市 3:48:08

528 827 今西 繁 ｲﾏﾆｼ ｼｹﾞﾙ キャラサラ 旭川市 3:48:12

529 1172 工藤 翔太 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 札幌市 3:48:15

530 932 高橋 寛 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 道新八軒 札幌市 3:48:16

531 1849 柳ヶ瀬 雅司 ﾔﾅｶﾞｾ ﾏｻｼ （待）走ろう会 千歳市 3:48:20

532 1998 仲田 晶太 ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千歳市 3:48:25

533 874 齊藤 栄三 ｻｲﾄｳ ｴｲｿﾞｳ えがわみのる 札幌市 3:48:27

533 592 林 多喜夫 ﾊﾔｼ ﾀｷｵ 酪農学園ＡＣ 江別市 3:48:27

535 1179 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分走会 苫小牧市 3:48:28

536 1494 飯田 裕介 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 恵庭市 3:48:36

537 817 私市 和俊 ｷｻｲﾁ ｶｽﾞﾄｼ きさクラブ 札幌市 3:48:37

538 648 林 研太 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 恵庭市 3:48:40

539 1858 伊丸岡 博 ｲﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 清流ＲＣ 千歳市 3:48:41

540 790 林 諭史 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 旭川市 3:48:43

541 47 樋口 俊介 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東京都 3:48:48

542 147 野崎 直行 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 3:48:55

543 1086 紙本 和尚 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ シン技術走友会 札幌市 3:48:56

544 16 細川 智則 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ ＡＤＲ 東京都 3:48:57

545 153 嶋村 嘉高 ｼﾏﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:48:58

546 1466 木島 勘太郎 ｷｼﾞﾏ ｶﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:49:04

546 1013 間嶋 直樹 ﾏｼﾞﾏ ﾅｵｷ 札幌市 3:49:04

548 898 高塚 弘 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｼ 北海電工ＲＣ 小樽市 3:49:05

549 1377 杉山 哲平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 三共電気工業 恵庭市 3:49:07

550 1080 岡 直人 ｵｶ ﾅｵﾄ 札幌市 3:49:12
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551 1611 土橋 祐一 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳｲﾁ 日高町 3:49:13

552 1016 吉村 峰徳 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾈﾉﾘ サウスウインド 新ひだか町 3:49:16

553 524 山中 真 ﾔﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 小鍛冶組 札幌市 3:49:18

554 902 山口 泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 帯広工業高校 帯広市 3:49:21

554 1200 塚原 洋 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:49:21

556 851 西村 啓 ﾆｼﾑﾗ ｹｲ 札幌市 3:49:22

557 959 出口 昌広 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 網走刑務所 網走市 3:49:24

558 48 沖 晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 東京都 3:49:25

559 1321 富樫 伸介 ﾄｶﾞｼ ｼﾝｽｹ 赤井川村 3:49:26

560 1032 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ 苫小牧気分走会 苫小牧市 3:49:28

561 1184 宮本 タオ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｵ メディフィット 札幌市 3:49:29

561 1291 早川 哲也 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:49:29

563 1034 宮元 克明 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂｱｷ ＮＴＴＤＦ 札幌市 3:49:36

564 1133 村上 雄大 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 別海町 3:49:38

565 691 若槻 拓哉 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾔ ちばりよ～ＲＣ 北広島市 3:49:40

566 1863 松原 崇人 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶﾄ 千歳市役所 千歳市 3:49:42

567 664 宮澤 潤吉 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷﾁ 札幌市 3:49:44

568 40 増田 俊一 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ つじかぜＡＣ 東京都 3:49:45

569 1898 山本 真裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 3:49:48

570 942 高橋 一亜希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 北見 北見市 3:49:50

571 1009 渡部 綾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ みかげ整骨院 札幌市 3:49:55

571 877 西 圭一郎 ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 帯広市 3:49:55

573 1021 宮崎 健悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 札幌市 3:50:04

574 1176 石野 直樹 ｲｼﾉ ﾅｵｷ ＲＴＴＤ 札幌市 3:50:06

575 1831 水口 昌仁 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 千歳ＭＣ 千歳市 3:50:08

576 571 林 正次 ﾊﾔｼ ﾏｻｼﾞ 林治療整体院 札幌市 3:50:11

577 782 小松 佳祐 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 三菱電機ＬＥ 札幌市 3:50:16

578 1438 遠藤 功 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ 網走市 3:50:17

579 1288 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 釧路市 3:50:18

580 896 中野 和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ ＬＳＤ土木Ｃ 札幌市 3:50:26

581 1855 中ノ瀬 茂 ﾅｶﾉｾ ｼｹﾞﾙ 千歳市 3:50:30

582 695 斉藤 一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 金山アスリート 札幌市 3:50:35

583 813 窪田 正樹 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ あかつき歯科 釧路市 3:50:41

584 1869 今井 健一郎 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千歳市 3:50:45

585 1049 遠藤 友樹弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 独りＪＡＰＡＮ 滝川市 3:50:54

586 858 鈴木 昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:50:55

587 873 山元 浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 新ファミＲＣ 札幌市 3:50:57

588 864 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 札幌市 3:51:00

589 1194 浜野 正幸 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ カレー部 苫小牧市 3:51:17

590 772 斎藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 札幌市 3:51:20

591 1062 猪俣 直哉 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ どんぐり 札幌市 3:51:22

592 1115 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＵＥＤ 札幌市 3:51:25

593 360 三宅 司 ﾐﾔｹ ﾂｶｻ 京都府 3:51:27

594 264 赤尾 勝 ｱｶｵ ﾏｻﾙ 熊高軟庭部ＯＢ 埼玉県 3:51:30

595 1852 小出 恵一 ｺｲﾃﾞ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:51:33

596 53 阿部 貴明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ ＡＢＣ 東京都 3:51:36

596 849 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市 3:51:36

598 1177 中村 琢郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｵ 札幌市 3:51:42

599 753 浅川 芳男 ｱｻｶﾜ ﾖｼｵ 北見市 3:51:44

599 189 千葉 泰彦 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 日医ジョガーズ 神奈川県 3:51:44
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601 878 本間 隆 ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ ＪＲ石タカＡＣ 小樽市 3:51:45

602 1456 徳村 善行 ﾄｸﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 恵庭市 3:51:46

602 1881 橋本 竜人 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 千歳市 3:51:46

604 863 水上 伸雄 ﾐｽﾞｶﾐ ﾉﾌﾞｵ ド－コン 江別市 3:52:01

604 1203 金田 和大 ｶﾈﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ＳＡＶＯＬＮＡ 恵庭市 3:52:01

606 1815 土見 宗一郎 ﾂﾁﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 千歳市 3:52:04

607 936 高橋 勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 苫小牧市 3:52:05

608 157 荻野 秀光 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ 神奈川県 3:52:06

609 767 長谷川 栄一 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ ＨＨランナーズ 江別市 3:52:09

610 923 高井 望 ﾀｶｲ ﾉｿﾞﾑ 旭川市役所 旭川市 3:52:11

611 926 青木 祐太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ チーム琴似 帯広市 3:52:14

612 1856 伊藤 恭徳 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 東芝インフラ株 千歳市 3:52:33

613 140 道廣 直幹 ﾐﾁﾋﾛ ﾅｵｷ 神奈川県 3:52:34

614 1146 山崎 和也 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 石狩農改北支所 岩見沢市 3:52:35

615 805 山田 佑介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大野記念病院 札幌市 3:52:44

616 1079 和泉 正希 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ ＴＥＡＭ－Ｇ 函館市 3:52:46

617 373 高倉 禎 ﾀｶｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 3:52:47

618 154 金子 孝之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:52:50

619 41 園元 達 ｿﾉﾓﾄ ｲﾀﾙ テンシリカＡＣ 東京都 3:52:53

620 706 森谷 純生 ﾓﾘﾔ ｽﾐｵ 札幌市 3:52:58

621 141 岩崎 健太郎 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:52:59

621 1309 藤川 志朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾛｳ 岩見沢市 3:52:59

623 408 田中 邦彦 ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ 福岡県 3:53:04

624 71 小林 一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 東京都 3:53:05

625 1846 佐々木 昇一 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ 千歳市 3:53:08

626 1638 土畑 喜樹 ﾂﾁﾊﾀ ﾖｼｷ ラクーヌ 札幌市 3:53:09

627 2027 内 優太郎 ｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 千歳市 3:53:11

628 44 上原 浩一郎 ｳｴﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:53:12

629 1853 児玉 雅彰 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｱｷ 千歳 千歳市 3:53:13

630 771 竹浪 延幸 ﾀｹﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 泰二郎倶楽部 札幌市 3:53:18

631 938 川村 昇司 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ ｆｒｕｎ 札幌市 3:53:20

632 1089 皆内 康一郎 ﾐﾅｳﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ クラブＲ２北海 札幌市 3:53:21

633 472 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ちばりよ～ 室蘭市 3:53:24

634 2010 岩岡 政治 ｲﾜｵｶ ﾏｻﾊﾙ シグナス 千歳市 3:53:31

635 1029 世古 知巳 ｾｺ ﾄﾓﾐ ちぃむＫ 札幌市 3:53:38

636 623 片桐 英樹 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ 北海道開発局 札幌市 3:53:44

637 1433 志田 喜和 ｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ＣＭＳＣ 札幌市 3:53:48

637 722 又坂 雅光 ﾏﾀｻｶ ﾏｻﾐﾂ 青道７年２組 当別町 3:53:48

639 913 高田 馨 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾙ 旭川市 旭川市 3:53:55

640 1169 中嶋 和浩 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 当別町 3:53:56

641 1091 上林 邦洋 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾋﾛ 苫小牧市 3:54:02

642 148 萩原 誠嗣 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｲｼﾞ 神奈川県 3:54:08

642 555 星野 清統 ﾎｼﾉ ｷﾖﾉﾌﾞ 札幌市 3:54:08

644 661 渡部 亮 ﾜﾀﾍﾞ ｱｷﾗ 札幌市 3:54:11

645 1228 五十嵐 公一 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｲﾁ 恵庭市 3:54:14

645 42 鈴野 浩太郎 ｽｽﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 3:54:14

647 1800 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 日医ジョガーズ 札幌市 3:54:17

648 1012 松浦 英治 ﾏﾂｳﾗ ｴｲｼﾞ 石垣電材ＲＣ 札幌市 3:54:20

649 630 中山 雄彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 東洋ガラス工業 札幌市 3:54:23

650 1071 山田 篤範 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 楽生会 旭川市 3:54:26
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651 1002 押切 勉 ｵｼｷﾞﾘ ﾂﾄﾑ 函館五稜郭病院 札幌市 3:54:27

652 812 平山 宏照 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾃﾙ 鹿追町役場 鹿追町 3:54:39

653 908 生出 学 ｵｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 3:54:47

654 718 伊藤 将文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 旭川市 3:54:48

655 1650 三浦 功 ﾐｳﾗ ｲｻｵ 札幌病院 札幌市 3:54:50

656 1137 千棒 隼 ｾﾝﾎﾞｳ ｼｭﾝ 美幌町 3:54:52

657 2021 谷越 健吾 ﾀﾆｺｼ ｹﾝｺﾞ 千歳市 3:54:54

658 331 齋藤 伸一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府 3:54:57

659 145 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:54:59

660 344 立石 勉 ﾀﾃｲｼ ﾂﾄﾑ キリン 大阪府 3:55:03

661 545 白戸 正人 ｼﾗﾄ ﾏｻﾄ シラパン 恵庭市 3:55:12

662 871 馬場 佳隆 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾀｶ 札幌白陵高校 札幌市 3:55:17

663 55 田中 善也 ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 東京都 3:55:18

664 255 宮川 信勇 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 3:55:24

665 940 佐藤 岳大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 大雪山ＴＲ 旭川市 3:55:27

665 1868 寺澤 正 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾀﾞｼ Ｓ．Ｐ．Ｍ 千歳市 3:55:27

667 1961 安在 豊 ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾀｶ 千歳市 3:55:30

668 966 浜田 弘巳 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ コドモックル 札幌市 3:55:36

669 854 西村 壽人 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 北広島市 3:55:38

669 1151 山口 秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 登別市 3:55:38

671 1150 岡山 和也 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞﾔ あじさい薬局 帯広市 3:55:39

672 1729 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:55:42

673 949 津田 史行 ﾂﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ 金富士酒場 札幌市 3:55:51

674 1671 高階 永哲 ﾀｶｼﾅ ﾅｶﾞﾉﾘ 琉小走り部 室蘭市 3:56:00

675 928 横井 浩 ﾖｺｲ ﾋﾛｼ 札幌市 3:56:09

676 703 坂原 淳史 ｻｶﾊﾗ ｱﾂｼ 札幌市 3:56:11

677 537 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 雪華会 札幌市 3:56:12

678 1155 天谷 昂平 ｱﾏﾔ ｺｳﾍｲ 自衛隊 恵庭市 3:56:17

678 865 折坂 昭寛 ｵﾘｻｶ ｱｷﾋﾛ 北海道新聞社 札幌市 3:56:17

680 1145 中島 悠雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｵ チーム朋子 札幌市 3:56:21

681 1083 加嶋 慎也 ｶｼﾏ ｼﾝﾔ ＫＲＣ 札幌市 3:56:28

681 857 時沢 武史 ﾄｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ 札幌市 3:56:28

683 57 小野木 義徳 ｵﾉｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:56:31

684 1102 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 稚内市 3:56:39

684 855 高田 訓 ﾀｶﾀ ｻﾄﾙ 耳鼻麻生病院 札幌市 3:56:39

686 1497 田澤 智美 ﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾖｼ 苫小牧市 3:56:41

687 1397 若松 重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市役所 帯広市 3:56:49

687 438 西川 幸一 ﾆｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 3:56:49

689 1025 岩城 亮助 ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:56:51

690 922 堀 哲郎 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:56:52

691 743 林 史裕 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾋﾛ ＪＳＷ室蘭ＲＣ 登別市 3:56:55

692 960 白浜 透 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ 岩見沢市 3:56:56

693 747 乾 利幸 ｲﾇｲ ﾄｼﾕｷ ＲＹＯ太 札幌市 3:57:03

694 49 後藤田 朋伸 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾉﾌﾞ 東京都 3:57:07

695 951 片桐 敦 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ チームねねすけ 札幌市 3:57:10

696 770 大山 幸成 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ 新十津川町役場 新十津川町 3:57:11

697 819 泉 敏 ｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ トヨタ北海道 苫小牧市 3:57:12

698 1047 米沢 康広 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 札幌走ろう会 札幌市 3:57:13

699 1019 今野 満 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾙ ほくでんＳ 札幌市 3:57:15

700 833 猿渡 和徳 ｴﾝﾄﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ガモウ北海道 札幌市 3:57:17
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701 972 橋本 一彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 橋本ＲＣ 札幌市 3:57:19

702 880 西谷 篤 ﾆｼﾔ ｱﾂｼ 倶知安町 3:57:24

702 1419 窓岩 修人 ﾏﾄﾞｲﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 航空自衛隊 札幌市 3:57:24

702 1027 越前 智規 ｴﾁｾﾞﾝ ﾄﾓｷ 苫小牧市 3:57:24

705 464 藤田 太郎 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾛｳ 札幌市 3:57:25

706 1165 遠田 泰久 ｴﾝﾀ ﾔｽﾋｻ 新ひだか町 3:57:27

707 1410 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 長沼高等学校 恵庭市 3:57:38

707 975 生水 克典 ｼｮｳｽﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 札幌市 3:57:38

709 1895 田嶋 一介 ﾀｼﾞﾏ ｶﾂﾖｼ 千歳市 3:57:39

710 714 金子 磨志 ｶﾈｺ ｷﾖｼ 芦別高校 札幌市 3:57:40

711 337 濱田 裕之 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 3:57:41

712 1127 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ アクト 札幌市 3:57:42

713 188 二本柳 陵介 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 3:57:43

714 374 金堂 要 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 神戸市陸協 兵庫県 3:57:46

715 208 茂木 実 ﾓﾃｷﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 3:57:50

716 893 小林 大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 札幌市 3:57:54

717 1937 橋本 隆行 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ のりりんクラブ 千歳市 3:57:55

718 1522 北岡 直樹 ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ 札幌市 3:58:05

719 1600 宮嶋 輝明 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾙｱｷ 札幌市 3:58:16

720 716 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 北村クラブ 岩見沢市 3:58:20

721 390 垰本 修 ﾀｵﾓﾄ ｵｻﾑ ランフレッチェ 広島県 3:58:25

721 1318 井村 光孝 ｲﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ マンプク 札幌市 3:58:25

723 894 杉浦 徹 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 3:58:31

724 1870 梯 真彦 ｶｹﾊｼ ﾏｻﾄ 千歳市 3:58:32

725 1883 丹波 豊 ﾀﾝﾊﾞ ﾕﾀｶ 千歳市 3:58:34

726 1000 山本 一毅 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 自衛隊 長沼町 3:58:36

727 860 品田 宣貴 ｼﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 札幌市 3:58:40

728 224 吉野 英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ 千葉県 3:58:43

729 1819 富岡 賢一 ﾄﾐｵｶ ｹﾝｲﾁ 陸上自衛隊 千歳市 3:58:48

730 1451 西谷 公一 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:58:50

731 151 桑原 宏介 ｸﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 神奈川県 3:58:51

732 150 岡部 洋 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:58:55

733 1153 野上 秀夫 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾞﾃﾞｵ 恵庭市 3:58:59

734 1894 小田桐 優輝 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｷ 千歳市 3:59:02

735 23 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 3:59:08

736 280 小柳 文尚 ｺﾔﾅｷﾞ ﾌﾐﾀｶ 静岡県 3:59:13

737 1251 根岸 淳二郎 ﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ へいわ 札幌市 3:59:22

738 1824 山田 祥吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千歳酔いどれ 千歳市 3:59:32

739 1391 高橋 是行 ﾀｶﾊｼ ｺﾚﾕｷ ７２チャレンジ 恵庭市 3:59:36

740 875 高野 強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別大麻狐狸庵 江別市 3:59:40

740 1403 秋山 潤吉 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷﾁ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 3:59:40

742 1953 高野 磨久 ﾀｶﾉ ﾐｶﾞｸ 千歳市 3:59:49

743 723 藤田 正和 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ レジーナ 札幌市 3:59:58

744 299 保母 朝孝 ﾎﾎﾞ ｱｻﾀｶ 愛知県 4:00:00

745 1290 山田 康介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 更別走ろう会 更別村 4:00:01

746 705 矢留 茂和 ﾔﾄﾒ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 4:00:11

747 1205 小倉 秀樹 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 六華ランナーズ 札幌市 4:00:17

748 750 三河 大祐 ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 苫小牧市 4:00:18

749 1352 萬年 宏之 ﾏﾝﾈﾝ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:00:19

750 821 堺 実 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 札幌市 4:00:20
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751 1038 大竹 祐介 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ （株）竹山 札幌市 4:00:24

752 138 木村 直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 4:00:30

753 1084 丸山 寿幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 夢つべつ 美幌町 4:00:31

754 6521 志賀 紀之 ｼｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 4:00:50

755 1322 忠海 照美 ﾁｭｳｶｲ ﾃﾙﾐ 北海道中央バス 札幌市 4:00:51

756 241 柳澤 大次 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞ 笠ヶ岳クラブ 茨城県 4:01:10

757 1252 高橋 真幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 完走ブラザーズ 札幌市 4:01:17

758 1481 冨久尾 崇 ﾌｸｵ ﾀｶｼ 江別市 4:01:24

759 1875 力田 航哉 ﾘｷﾀ ｺｳﾔ 千歳市 4:01:26

760 72 内田 英利 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ ゼロ 東京都 4:01:30

761 59 石田 友彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 板橋中央病院 東京都 4:01:35

762 614 阿部 匡樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 札幌市 4:01:38

763 1061 上西 光義 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾐﾂﾖｼ 北広島ＲＣ 北広島市 4:01:41

764 594 瀧上 豊 ﾀｷﾉｳｴ ﾕﾀｶ ｒ２北海道 札幌市 4:01:44

765 886 本間 理央 ﾎﾝﾏ ﾘｵ 札幌市 4:01:45

766 847 米野 薪 ｺﾒﾉ ｼﾝ 札幌市 4:01:47

767 1113 山本 将太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 長沼町 4:01:49

768 1001 佐々木 保 ｻｻｷ ﾀﾓﾂ 恵庭ＲＣ 恵庭市 4:01:55

769 950 内田 俊哉 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾔ 北あかりＲＣ 江別市 4:02:04

770 54 田村 昌基 ﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 東京都 4:02:09

770 83 若林 正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 東京都 4:02:09

772 978 松本 羊宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 4:02:14

772 1302 小暮 一之 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾕｷ 興和 釧路市 4:02:14

774 52 長谷部 壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 4:02:15

775 1143 小川 秋一 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ ＴＭＨ 石狩市 4:02:22

776 760 川村 武 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ オホーツク陸協 北見市 4:02:24

777 1249 西宮 禎宏 ﾆｼﾐﾔ ｻﾀﾞﾋﾛ 旭川市 4:02:25

778 394 高畑 修治 ﾀｶﾊﾀ ｼｭｳｼﾞ 日医ジョガーズ 広島県 4:02:31

779 1173 橋本 忠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 岩見沢市 岩見沢市 4:02:43

780 142 山田 清久 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾋｻ ｍｕｃ ＲＣ 神奈川県 4:03:05

781 1342 五十嵐 政史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ ビール飲み隊 岩見沢市 4:03:06

782 1093 芳岡 直人 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾄ らいらっく 札幌市 4:03:08

783 1892 山中 貴史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 千歳市 4:03:14

783 1311 安部 直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ 登別市 4:03:14

785 1946 池亀 秀隆 ｲｹｶﾞﾒ ﾋﾃﾞﾀｶ かめっち 千歳市 4:03:19

786 1891 小林 武史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千歳市 4:03:20

786 211 藤田 博之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ ニッポンランナ 千葉県 4:03:20

788 61 深澤 洋 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｼ 第一三共陸上部 東京都 4:03:21

789 1225 山本 隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 札幌市 4:03:23

790 1208 関本 修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ トナカイ 旭川市 4:03:26

791 203 豊田 敬介 ﾄﾖﾀﾞ ｹｲｽｹ 佐倉走る会 千葉県 4:03:29

792 35 佐藤 詠司 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ しぶ走会 東京都 4:03:30

793 736 岡 譲 ｵｶ ﾕｽﾞﾙ ビール飲み隊 美唄市 4:03:34

794 1429 高田 雄平 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ マルハン 苫小牧市 4:03:45

794 1778 坂下 清貴 ｻｶｼﾀ ｷﾖﾀｶ 帯広市 4:03:45

796 884 佐野 忠士 ｻﾉ ﾀﾀﾞｼ 酪農学園大学 札幌市 4:03:49

797 732 高野 篤 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ ラフネス 札幌市 4:03:54

798 1346 渡部 智博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 音更町 4:04:07

799 583 鳥越 和人 ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞﾄ 標津町 4:04:23

800 990 橋本 健介 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ 北海道リース 札幌市 4:04:31
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801 1577 水村 瞬 ﾐｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝ 札幌市 4:04:37

802 51 湯川 大輔 ﾕｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:04:40

803 1011 宮澤 慶太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 山手逆走会 札幌市 4:04:51

804 1459 江田 直弘 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 4:04:52

805 1041 西馬 昇一郎 ﾆｼｳﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ウエストホース ﾆｾｺ町 4:04:54

806 965 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 斗南病院 札幌市 4:04:55

807 1105 中谷 知記 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｷ ニセコ高校 ﾆｾｺ町 4:05:06

807 987 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ＲＵＮー札幌 札幌市 4:05:06

809 380 加貫 誠己 ｶﾂﾗ ﾏｻﾐ 兵庫県 4:05:13

810 927 厚海 英司 ｱﾂｳﾐ ｴｲｼﾞ 札幌市 4:05:19

811 1280 佐澤 陽 ｻｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 帯広厚生病院 札幌市 4:05:41

812 361 伊勢 伸二 ｲｾ ｼﾝｼﾞ 京都府 4:05:52

813 137 武藤 勇一 ﾑﾄｳ ﾕｳｲﾁ コントローラー 神奈川県 4:05:59

814 1327 橋本 穣 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳ 長沼町 4:06:04

815 945 東原 輝昭 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾃﾙｱｷ よつ葉乳業 札幌市 4:06:06

816 710 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ キロ８魂 札幌市 4:06:09

817 1191 多田 圭介 ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 4:06:17

818 603 森本 恒 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｻｼ ぷモリモト薬局 札幌市 4:06:22

819 1156 岩崎 寛治 ｲﾜｻｷ ｶﾝｼﾞ オニオンバンド 札幌市 4:06:26

820 1278 小名 宏 ｺﾅ ﾋﾛﾑ ガードランナー 伊達市 4:06:30

821 1039 成田 孝千 ﾅﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 旭川市 4:06:32

822 518 原 慎一郎 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｒコンセプト 札幌市 4:06:45

823 82 熊坂 薫 ｸﾏｻｶ ｶｵﾙ 東京都 4:06:52

823 986 廣川 俊明 ﾋﾛｶﾜ ﾄｼｱｷ 帯トラのぼり坂 北見市 4:06:52

825 1051 阿部 淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小樽市 4:06:54

826 1370 田中 一久 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 札幌市 4:06:58

827 2023 小下 修平 ｺｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 千歳市 4:07:04

828 316 中島 康行 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾕｷ 岐阜県 4:07:05

829 129 伊藤 勝彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 4:07:09

830 1154 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 旭川市役所 旭川市 4:07:13

831 392 天野 晃 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 広島県 4:07:20

832 1274 山田 秀剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 江別市 4:07:29

833 5 奥村 晴彦 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 東京都 4:07:33

833 1259 山科 篤 ﾔﾏｼﾅ ｱﾂｼ チームからふる 札幌市 4:07:33

835 997 炭谷 憲治 ｽﾐﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 留萌走ろう会 留萌市 4:07:50

836 350 岡崎 俊也 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾔ 大阪府 4:07:53

837 377 石河 敏司 ｲｼｶﾜ ﾄｼｼﾞ 兵庫県 4:08:07

837 1030 竹薮 番 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾊﾞﾝ 札幌市 4:08:07

839 1384 畠山 剛 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾂﾖｼ 伊達ＡＮ 伊達市 4:08:11

840 1774 牧野 秀彦 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ Ｍ．ＬＡＣ 札幌市 4:08:14

841 1207 後藤 宏之 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ フォルトゥーナ 恵庭市 4:08:17

842 317 木本 隆志 ｷﾓﾄ ﾀｶｼ 三重県 4:08:18

843 31 冨岡 秀樹 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｷ ランニング仲間 東京都 4:08:20

844 382 二塚 慶介 ﾌﾀﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 兵庫県 4:08:23

845 918 中澤 篤 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 伊達市 4:08:29

846 1312 松原 琢磨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 北海道銀行 室蘭市 4:08:31

847 672 赤山 哲久 ｱｶﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 日本チルド 恵庭市 4:08:37

848 1293 宮本 朗 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ ＲＵＮにゃーず 札幌市 4:08:46

849 1296 長尾 勝 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾙ 札幌市 4:08:47

850 994 松本 善之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 札幌市 4:08:48
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851 1791 笠置 健二 ｶｻｷﾞ ｹﾝｼﾞ 恵庭市 4:08:51

852 1664 伊東 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 4:08:54

853 609 戸水 秀之 ﾄﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ コープさっぽろ 音更町 4:09:00

854 204 大竹 富治 ｵｵﾀｹ ﾄﾐﾊﾙ 千葉県 4:09:09

855 751 吉岡 和彦 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 錦戸塗料店 札幌市 4:09:14

856 2013 宮脇 宏成 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｱｷ 千歳市 4:09:22

857 1144 西島 進一 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 江別市 江別市 4:09:29

858 1216 簗場 琉斗 ﾔﾅﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 長沼町 4:09:33

859 702 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ＭＩＤＯＲＩ 恵庭市 4:09:34

860 984 長谷川 廣和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 札幌市 4:09:44

861 149 大場 雄二郎 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 4:09:52

862 1354 黒瀧 勝也 ｸﾛﾀｷ ｶﾂﾔ 札幌市 4:09:58

863 756 大谷 典生 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｵ 札幌市 4:10:03

864 1903 菅 英登 ｽｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 一般 千歳市 4:10:08

865 1101 堀田 大介 ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ ＲＲＲＣ 札幌市 4:10:31

866 1951 森 輝美智 ﾓﾘ ﾃﾙﾐﾁ ２空団監理部 千歳市 4:10:33

867 891 山中 郁仁 ﾔﾏﾅｶ ｲｸﾋﾄ ＪＲ札幌病院 札幌市 4:10:34

868 1356 三上 真秀 ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 札幌市 4:10:35

869 876 児玉 哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 札幌市 4:10:40

870 139 鈴木 安信 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 4:10:41

871 1950 横田 翔也 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾔ 千歳市 4:10:43

872 1666 奥山 和伸 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 苫小牧市 4:10:49

873 1254 南 克彦 ﾐﾅﾐ ｶﾂﾋｺ ラポートケア 網走市 4:11:01

874 1196 法邑 誠 ﾎｳﾑﾗ ﾏｺﾄ 札幌市 4:11:02

874 38 田中 哲二 ﾀﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 東京都 4:11:02

876 1707 細川 恒平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 西松建設 札幌市 4:11:05

877 811 畑 昌吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 下川ＲＣ 札幌市 4:11:13

878 1893 土井 真吾 ﾄﾞｲ ｼﾝｺﾞ ピンクオール 千歳市 4:11:28

879 1285 高津 直樹 ﾀｶﾂ ﾅｵｷ 札幌市 4:11:29

879 295 西村 哲成 ﾆｼﾑﾗ ﾃｯｾｲ 愛知県 4:11:29

881 1224 滝沢 信喜 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｷ 小樽市 4:11:31

882 62 滝村 道明 ﾀｷﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 東京都 4:11:32

883 1594 櫻場 弘樹 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾛｷ クボタ 旭川市 4:11:41

884 1351 上野 秀実 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞﾐ 札幌市 4:11:42

885 1097 檜 誠一郎 ﾋﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ ＨＮＴ 札幌市 4:12:00

886 1499 市村 健 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹｼ 釧路市 4:12:11

887 200 藤岡 高 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ 千葉県 4:12:13

888 1186 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:12:15

889 69 寺西 廣記 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｷ 東京都 4:12:22

890 1015 植田 孝介 ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 4:12:24

891 1579 精進 芳和 ｼｮｳｼﾞﾝ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 4:12:25

892 998 島田 敦夫 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 松田整形外科 札幌市 4:12:26

893 1392 香月 修 ｶﾂｷ ｵｻﾑ 札幌市 4:12:28

894 1118 小林 慶範 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 4:12:32

895 1506 小泉 徹 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 新得町 4:12:39

896 1116 田中 拓 ﾀﾅｶ ﾀｸ 札幌市 4:12:42

897 1220 前田 俊 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 旭川市 4:12:43

898 1121 柳内 充 ﾔﾅｲ ﾐﾂﾙ 札幌市 4:12:48

899 989 笠井 健吉 ｶｻｲ ｹﾝｷﾁ ｕｎｍ．ｎｍ 芦別市 4:12:49

900 868 塚田 康祐 ﾂｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 道マラクラブ 札幌市 4:12:51
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901 1633 山口 純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 和牛を目指す会 帯広市 4:12:56

902 1430 阿部 弘亨 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ ＡＲＣ４０ 余市町 4:12:58

902 95 酒井 琢人 ｻｶｲ ﾀｸﾄ 早大ホガン 東京都 4:12:58

904 1967 小方 克宏 ｵｶﾞﾀ ｶﾂﾋﾛ 南恵庭Ｇ 千歳市 4:13:06

905 1242 大坂 昌功 ｵｵｻｶ ﾏｻﾖｼ 恵庭市 4:13:14

906 1054 松浦 英博 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 札幌市役所 札幌市 4:13:15

906 1439 成田 一雄 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞｵ 札幌市 4:13:15

908 957 磯部 伸一 ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 函館市役所 函館市 4:13:18

909 881 大矢 雅彦 ｵｵﾔ ﾏｻﾋｺ 札幌市 4:13:22

910 929 高木 正浩 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ サロマンクラブ 札幌市 4:13:23

911 259 畠山 功 ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｻｵ 埼玉県 4:13:29

912 1470 平田 上総 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｻ 岩見沢市 4:13:32

913 1906 大橋 正彦 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋｺ 大橋歯科ＲＣ 千歳市 4:13:38

914 1292 遠藤 浩行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:13:42

915 1138 澤口 尚貴 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 札幌走ろう会 長沼町 4:13:48

916 1033 林 孝彦 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ のりりんクラブ 札幌市 4:13:51

917 1269 白川 次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｦ 札幌市 4:13:54

918 1331 工藤 満 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ チーム斎藤 札幌市 4:13:56

919 1940 中野 良治 ﾅｶﾉ ﾖｼﾊﾙ チームあさゆき 千歳市 4:14:12

919 435 小田島 淳一 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ニプロＡＣ 秋田県 4:14:12

921 1014 米澤 公明 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾐｱｷ ＨＬ北海道 札幌市 4:14:13

922 724 鈴木 裕治 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 赤レンガ走友会 帯広市 4:14:30

923 1119 江田 直樹 ｴﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 4:14:41

924 1262 中田 浩道 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ ＨＯＰＥ 苫小牧市 4:14:42

924 381 川野 貴史 ｶﾜﾉ ﾀｶｼ 兵庫県 4:14:42

926 196 小口 新一郎 ｵｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 4:14:43

926 272 上田 浩史 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 群馬県 4:14:43

928 1157 横田 正博 ﾖｺﾀ ﾏｻﾋﾛ 中標津十二楽走 札幌市 4:14:46

929 1214 磯部 賢一 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:14:51

930 1088 田原 正己 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾐ 玉田産業 石狩市 4:15:03

930 205 三成 理 ﾐﾅﾘ ｵｻﾑ 千葉県 4:15:03

932 1388 坂下 政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 幕別町 4:15:13

933 1628 三浦 雅彦 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋｺ チェバ神様 札幌市 4:15:14

934 1884 浅野 哲郎 ｱｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 千歳市 4:15:23

935 1519 四方 寿治 ﾖﾓ ﾄｼﾊﾙ 森ラン 恵庭市 4:15:32

936 2018 浅井 一輝 ｱｻｲ ｶｽﾞｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:15:36

937 248 岡 裕人 ｵｶ ﾋﾛﾄ 栃木県 4:15:42

938 1004 木村 真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ リッツ 札幌市 4:15:47

939 1860 小倉 拓巳 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 千歳市 4:16:02

940 432 中村 英人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ フィリップス 宮城県 4:16:03

941 1175 中井 康仁 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾄ 札幌市 4:16:11

942 888 榊 貴祐 ｻｶｷ ﾀｶﾋﾛ チームみる 札幌市 4:16:12

943 63 土田 将司 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｼ エバースマイル 東京都 4:16:15

944 1642 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:16:16

945 88 村松 直樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｷ ビレッジパイン 東京都 4:16:22

946 1055 北村 公一 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 4:16:30

947 195 上田 琢磨 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県 4:16:55

948 207 五十嵐 俊次 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 4:16:59

949 1287 菊池 宣匡 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ 苫小牧市 4:17:02

950 1441 佐竹 元一 ｻﾀｹ ﾓﾄｶｽﾞ 白馬荒鷲 恵庭市 4:17:04
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951 298 西野 直樹 ﾆｼﾉ ﾅｵｷ 愛知県 4:17:05

952 1295 宮本 進 ﾐﾔﾓﾄ ｽｽﾑ 山の手愛走会 札幌市 4:17:10

953 850 能塚 敏之 ﾉｳﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:17:16

954 1920 林 伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 千歳市役所 千歳市 4:17:17

955 210 梶 達雄 ｶｼﾞ ﾀﾂｵ 千葉県 4:17:19

955 1247 増田 丈紀 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 札幌市 4:17:19

957 686 小野 明裕 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 札幌市 4:17:24

958 1320 尾西 義夫 ｵﾆｼ ﾖｼｵ ＴＫＢ 札幌市 4:17:31

959 258 荒川 和昭 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 4:17:43

960 889 秋元 正人 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ 札幌市 4:18:08

961 1024 小山内 信也 ｵｻﾅｲ ｼﾝﾔ ＬＩＸＩＬ 札幌市 4:18:11

962 1140 北嶋 潤 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 北広島市 4:18:12

963 249 田谷 康多 ﾀﾔ ｺｳﾀ カタリナーズ 栃木県 4:18:14

964 286 野末 洋 ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｼ 庄内ＲＴ 愛知県 4:18:25

965 84 上野 暁 ｳｴﾉ ｻﾄﾙ 東京都 4:18:35

966 979 高柳 典弘 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾘﾋﾛ チーム琴似 札幌市 4:18:40

966 1423 安成 尚紀 ﾔｽﾅﾘ ﾅｵｷ 恵庭市 4:18:40

968 2007 堀部 毅 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 千歳市 4:18:47

968 1181 星 孝信 ﾎｼ ﾀｶﾉﾌﾞ たかのぶ走友会 札幌市 4:18:47

970 1171 二見 和則 ﾌﾀﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 4:18:51

971 1297 田村 徹 ﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ ロングラン 函館市 4:18:58

972 784 緑川 陽 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾖｳ 北海道開発局 帯広市 4:19:00

973 897 子安 真吾 ｺﾔｽ ｼﾝｺﾞ ｍｅｉｊｉ 旭川市 4:19:05

974 1139 谷地 雄樹 ﾔﾁ ﾕｳｷ 砂川市 砂川市 4:19:12

975 209 向井 秀孝 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 伊藤忠エネクス 千葉県 4:19:13

976 1378 大原 徹 ｵｵﾊﾗ ﾄｵﾙ 防衛省 北広島市 4:19:14

977 1073 多田 幸秀 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 滝川ビアーズ 滝川市 4:19:15

977 1992 後藤 存 ｺﾞﾄｳ ﾀﾓﾂ 千歳市 4:19:15

979 1230 大重 勇一 ｵｵｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ 札幌市 4:19:26

980 243 宮川 家導 ﾐﾔｶﾜ ｶﾄﾞｳ 茨城県 4:19:28

981 2037 玄米 慈富 ｹﾞｰﾏﾝ ｼﾞｪﾌ 北海道大学 札幌市 4:19:34

982 409 手島 弘貴 ﾃｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 4:19:44

983 1301 坂野 伸治 ｻｶﾉ ｼﾝｼﾞ めめ 札幌市 4:19:45

984 1874 松居 一輝 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 千歳市 4:19:50

985 991 當瀬 規嗣 ﾄｳｾ ﾉﾘﾂｸﾞ 札幌医科大学 札幌市 4:19:52

986 1847 田口 努 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 千歳市 4:19:57

987 939 阿部島 直哉 ｱﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ ＫＲＣ 札幌市 4:20:02

988 315 日々 初紀 ﾋﾋﾞ ﾊﾂｷ 日医ジョガーズ 愛知県 4:20:03

989 1406 山田 寿 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｼ 北海道銀行 札幌市 4:20:05

990 1943 峯村 明宏 ﾐﾈﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千歳市 4:20:06

991 911 高谷 浩一 ﾀｶﾔ ｺｳｲﾁ 道央陸協 江別市 4:20:23

991 1299 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＲ塾 札幌市 4:20:23

993 379 塚本 陽一 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 兵庫県 4:20:28

994 1048 城畑 孝康 ｼﾛﾊﾀ ﾀｶﾔｽ 札幌市 4:20:30

994 1268 平井 洋 ﾋﾗｲ ﾋﾛｼ ヌプリ会 札幌市 4:20:30

996 752 武田 一宏 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 常呂町農協 北見市 4:20:31

997 1135 青木 祐輔 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 輔仁会ＲＣ 札幌市 4:20:38

998 1396 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 滝川ビアーズ 滝川市 4:20:41

999 1922 藤澤 明弘 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 千歳市 4:20:50

1000 87 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都 4:20:56
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1001 2000 川端 正徳 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 航空自衛隊 千歳市 4:20:57

1002 1212 堤 政嗣 ﾂﾂﾐ ﾏｻｼ チーム２２３ 旭川市 4:21:05

1003 971 石原 敏道 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾐﾁ 勤医協中央病院 札幌市 4:21:14

1004 1907 時松 尚也 ﾄｷﾏﾂ ﾅｵﾔ 千歳市 4:21:15

1005 1104 平沢 修 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾐ 函館市 4:21:23

1006 1911 菅原 潤 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 緑が丘 千歳市 4:21:26

1007 741 原 和範 ﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ リノモーター 札幌市 4:21:34

1008 1387 菅原 要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 札幌市 4:21:41

1009 1841 岡崎 裕 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千歳市 4:21:46

1010 699 高山 裕章 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 凹たれん隊 旭川市 4:21:59

1011 244 立石 裕 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｼ ｆｒｕｎ 茨城県 4:22:04

1012 79 日比野 昌久 ﾋﾋﾞﾉ ｱｷﾋｻ 東京都 4:22:05

1013 1147 中島 和弘 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 4:22:08

1014 168 高橋 禎一郎 ﾀｶﾊｼ ﾃｲｲﾁﾛｳ ＮＥＣ 神奈川県 4:22:12

1015 300 高梨 真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ 愛知県 4:22:16

1016 967 岡村 亮 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳ 札幌市 4:22:38

1017 2035 近藤 昂輝 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 無所属 大阪府 4:22:41

1018 1681 菊地 匠 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 帯広市 4:22:53

1019 429 鈴川 寿康 ｽｽﾞｶﾜ ﾄｼﾔｽ 愛情一本 福島県 4:22:59

1020 1432 橋本 和浩 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ＤＯ走会 江別市 4:23:00

1021 1306 金田 亘司 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 釧路市 4:23:21

1022 943 向原 強 ﾑｺｳﾊﾗ ﾂﾖｼ ＧＡＮＴＯ８６ 北広島市 4:23:26

1023 684 小野 豊明 ｵﾉ ﾄﾖｱｷ ■大地と若葉■ 札幌市 4:23:27

1024 1443 北野 常雄 ｷﾀﾉ ﾂﾈｵ 札幌市 4:23:28

1025 862 横田 誠嗣 ﾖｺﾀ ﾏｻｼ 中標津十二楽走 旭川市 4:23:34

1025 1861 池上 武志 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ 千歳市 4:23:34

1025 909 梶野 光寛 ｶｼﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 4:23:34

1028 962 倉重 勲 ｸﾗｼｹﾞ ｲｻｵ 札幌禎心会病院 札幌市 4:23:41

1029 1035 氏家 哲也 ｳｼﾞｲｴ ﾃﾂﾔ 北海道マツダ 札幌市 4:23:49

1030 1250 及川 孝司 ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ 北医療大病院 札幌市 4:23:51

1031 1003 中谷 喜啓 ﾅｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 侍ＳＯＵＬ 札幌市 4:23:52

1032 1932 成田 和功 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千歳市 4:23:53

1033 221 田中 洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 大自然 千葉県 4:23:56

1034 1502 工藤 勝美 ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾐ チームこんどう 北広島市 4:23:57

1035 1475 深谷 強 ﾌｶﾔ ﾂﾖｼ 札幌市 4:24:06

1036 1915 福田 亮 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 千歳市 4:24:15

1037 1437 後藤 英晴 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 札幌市 4:24:22

1038 778 小高 公秀 ｺﾀﾞｶ ｷﾐﾋﾃﾞ 作．ＡＣ札幌 江別市 4:24:32

1038 1282 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ ＵＲＣ 札幌市 4:24:32

1040 297 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ ＦＲ７５８ 愛知県 4:24:33

1041 914 中野 泰男 ﾅｶﾉ ﾔｽｵ 北広島市 北広島市 4:24:34

1042 376 川端 敬一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ 兵庫県 4:24:38

1043 1840 野口 正樹 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ 千歳市 4:24:40

1044 1626 野口 恵司 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 野口建設 北見市 4:24:47

1045 1889 時田 夕起夫 ﾄｷﾀ ﾕｷｵ 旭ランナーズ 千歳市 4:24:54

1046 56 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 東京都 4:24:59

1047 277 酒井 栄一 ｻｶｲ ｴｲｲﾁ 新潟県 4:25:00

1048 1921 栗橋 哲朗 ｸﾘﾊｼ ﾃﾂﾛｳ 千歳市 4:25:03

1049 1275 朝倉 浩司 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｼ ＮＷＡＣ 札幌市 4:25:12

1050 1613 内藤 猛 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼ ＢＲＣ 札幌市 4:25:22
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1051 1065 下山 修平 ｼﾓﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ チームのぼり坂 苫小牧市 4:25:24

1052 37 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ ぷっ 東京都 4:25:29

1053 953 山本 淳 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 函館市 4:25:30

1054 359 水野 将吾 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 京都府 4:25:31

1055 1240 藤枝 純一 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:25:32

1056 80 西脇 佑 ﾆｼﾜｷ ﾀｽｸ 東京都 4:25:45

1057 1058 小野寺 良孝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 4:25:46

1058 223 土肥 誉士男 ﾄﾞﾋ ﾖｼｵ 千葉県 4:25:56

1059 158 反町 竜也 ｿﾘﾏﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 4:26:02

1060 1076 湯浅 芳和 ﾕｱｻ ﾖｼｶｽﾞ 滝川ビアーズ 滝川市 4:26:04

1061 1369 黒坂 征太郎 ｸﾛｻｶ ｾｲﾀﾛｳ 札幌市 4:26:05

1062 776 谷口 陽彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾋｺ 札幌市 4:26:08

1063 403 大塚 公栄 ｵｵﾂｶ ｺｳｴｲ 福岡県 4:26:23

1064 412 河野 敏彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 福岡県 4:26:33

1065 399 有澤 記朗 ｱﾘｻﾜ ｷﾛｳ ＰＥＰＰＵ 高知県 4:26:34

1066 1042 東 公久 ﾋｶﾞｼ ｷﾐﾋｻ 恵庭市 4:26:38

1067 1663 春日 昇 ｶｽｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ 札幌市 4:26:39

1067 425 萩原 雅広 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 福井県 4:26:39

1069 2006 宮本 日向 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ 千歳市 4:26:42

1070 111 白鹿 博之 ｼﾗｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:26:46

1071 1665 稲崎 新 ｲﾅｻﾞｷ ｱﾗﾀ 札幌市 4:26:51

1072 353 東 俊行 ｱﾂﾞﾏ ﾄｼﾕｷ かっぱ 大阪府 4:26:54

1072 1963 松澤 仁志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 千歳市 4:26:54

1074 1222 登石 守 ﾄｲｼ ﾏﾓﾙ 佐藤工業 札幌市 4:26:58

1075 58 千葉 祐幸 ﾁﾊﾞ ﾕｳｺｳ 東京都 4:27:05

1076 1075 白川 龍生 ｼﾗｶﾜ ﾀﾂｵ 北見工大雪氷研 北見市 4:27:06

1077 1929 花田 崇弘 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 米田変態倶楽部 千歳市 4:27:12

1078 1213 高橋 正美 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ イバヤシ 留萌市 4:27:22

1079 930 冨岡 充紀 ﾄﾐｵｶ ﾐﾂﾉﾘ 苫小牧市 4:27:27

1080 1401 葛西 仁 ｶｻｲ ﾋﾄｼ 札幌走ろう会 札幌市 4:27:30

1081 1337 佐々木 敏夫 ｻｻｷ ﾄｼｵ 爺さん頑張れ 札幌市 4:27:32

1082 1255 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 日通札幌 札幌市 4:27:38

1083 1026 鎌田 清孝 ｶﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ ビバニーベル 滝川市 4:27:39

1084 60 工藤 理夫 ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｵ 東京都 4:27:40

1085 1192 富沢 覚 ﾄﾐｻﾜ ｻﾄﾙ 滝川地区消防 赤平市 4:27:46

1086 261 松田 龍一 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 4:27:51

1087 1402 福島 重仁 ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾋﾄ 苫小牧市 4:27:58

1088 1748 北道 久昭 ｷﾀﾐﾁ ﾋｻｱｷ 自衛隊 新ひだか町 4:28:00

1089 1916 佐藤 隆広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 4:28:09

1090 1416 安田 径央 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾁｵ 札幌市 4:28:21

1091 1758 目谷 要介 ﾒﾔ ﾖｳｽｹ 札幌市 4:28:22

1092 1413 山田 弥人 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ らんらんランド 札幌市 4:28:23

1092 1979 渡部 崚介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 千歳市 4:28:23

1094 369 小山 稔 ｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ ＮＨ－ＤＩＡ 和歌山県 4:28:25

1095 1294 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ アクロスＪ 札幌市 4:28:31

1096 1614 横山 隆之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 札幌東高校 札幌市 4:28:37

1097 306 坂本 光 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 愛知県 4:28:38

1098 1887 浅利 剛裕 ｱｻﾘ ﾀｹﾋﾛ ＹＭＣＴ 千歳市 4:28:39

1099 1779 福田 康夫 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｵ ニポポ◆ＲＣ 札幌市 4:28:40

1100 1199 相馬 佳卓 ｿｳﾏ ﾖｼﾀｶ 北見市 4:28:44
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1101 1408 酒谷 靖久 ｻｶﾀﾆ ﾔｽﾋｻ 札幌市 4:28:50

1102 1851 舘山 隆広 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 千歳高等支援 千歳市 4:28:52

1103 1872 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 4:28:55

1104 1277 赤坂 和也 ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾔ 京王設備サービ 岩見沢市 4:28:56

1105 1919 高田 将寛 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 4:28:58

1106 169 池本 真一 ｲｹﾓﾄ ｼﾝｲﾁ Ｚスケーラー 神奈川県 4:29:02

1107 1360 木村 輝 ｷﾑﾗ ﾃﾙ ウィンドワード 札幌市 4:29:05

1108 1938 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ダイナックス 千歳市 4:29:13

1109 1374 後藤 昌和 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 4:29:17

1110 748 久保 智史 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 4:29:24

1111 1450 大木 拓磨 ｵｵｷ ﾀｸﾏ 札幌市 4:29:29

1112 1347 佐藤 靖幸 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ ＯＲＫ 札幌市 4:29:38

1113 74 泉 貴之 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:29:40

1113 1632 井上 武雄 ｲﾉｳｴ ﾀｹｵ ハーブ穴の川 札幌市 4:29:40

1115 1372 内海 大樹 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 4:29:41

1116 1159 簗場 圭 ﾔﾅﾊﾞ ｹｲ 札幌市 4:29:42

1117 85 吉田 光男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京都 4:29:43

1118 1265 佐々木 未来 ｻｻｷ ﾐｷ 札幌市 4:29:46

1119 1672 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:29:47

1120 340 法嶋 一郎 ﾎｳｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ サッカー加茂 大阪府 4:30:12

1121 1464 土井 博史 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ ＭＪ 札幌市 4:30:19

1122 1514 大井 和裕 ｵｵｲ ｶｽﾞﾋﾛ 旭川市 4:30:22

1123 1518 横塚 宣憲 ﾖｺﾂｶ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 4:30:23

1124 1258 桜本 尚之 ｻｸﾗﾓﾄ ﾅｵﾕｷ ヤングハイツ 新ひだか町 4:30:29

1125 216 堀尾 慶彦 ﾎﾘｵ ﾖｼﾋｺ 石中一期ＹＰ 千葉県 4:30:31

1126 1909 是澤 光俊 ｺﾚｻﾜ ﾐﾂﾄｼ 千歳市 4:30:32

1127 1367 滝口 数英 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上江別小 石狩市 4:30:42

1127 1447 大友 博喜 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛｷ 札幌市 4:30:42

1129 1060 工藤 淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:30:48

1130 1534 藤浪 武史 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｹｼ 札幌市 4:30:53

1131 212 高堰 智志 ﾀｶｾｷ ｻﾄｼ 千葉県 4:30:59

1132 1257 星 伸昭 ﾎｼ ﾉﾌﾞｱｷ 札幌市 4:31:03

1133 1440 石井 達也 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 陸上自衛隊 旭川市 4:31:13

1134 925 田中 浩樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 手稲の子 札幌市 4:31:38

1135 165 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 4:31:44

1136 934 清水 敏昭 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 札幌市 4:31:47

1137 1899 六鎗 俊昭 ﾑﾔﾘ ﾄｼｱｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:31:54

1138 1120 澤田 雄太 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 札幌市 4:31:58

1139 1759 小柳 遼 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳ 江別市 4:32:04

1140 1562 上家 浩幸 ｶﾐｲｴ ﾋﾛﾕｷ ラマＡＣ 札幌市 4:32:07

1141 1956 小美浪 琢也 ｺﾐﾅﾐ ﾀｸﾔ 航空自衛隊 千歳市 4:32:11

1142 76 松野 賢一 ﾏﾂﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:32:12

1143 163 芝原 嘉彦 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 4:32:14

1144 2009 生田 雄也 ｲｸﾀ ﾕｳﾔ 千歳市 4:32:19

1145 1508 狩野 真輝 ｶﾉｳ ﾏｻｷ 斗南ＲＣ 札幌市 4:32:24

1146 974 山田 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 江別市 4:32:25

1147 321 佐藤 宣 ｻﾄｳ ｾﾝ 三重県 4:32:26

1148 1933 米山 征宏 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ エプソン千歳 千歳市 4:32:29

1149 1592 金澤 康輔 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 恵庭市 4:32:34

1150 1017 菅原 正樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 札幌市 4:32:40
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1151 1244 手塚 拓馬 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾏ 勤医協中央病院 札幌市 4:32:42

1151 410 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県 4:32:42

1153 1463 新井 暁 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 札幌市 4:32:46

1154 1125 大場 隆 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 4:32:47

1155 1834 川道 正次 ｶﾜﾐﾁ ｼｮｳｼﾞ 千歳市 4:32:55

1156 781 扇 誠人 ｵｵｷﾞ ﾏｺﾄ 長沼町 4:33:01

1157 694 増田 明 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 4:33:03

1158 2019 遠藤 悠樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:33:08

1159 1236 畑嶋 忠幸 ﾊﾀｼﾏ ﾀﾞﾀﾞﾕｷ 北見はしろう会 札幌市 4:33:09

1160 1931 渡部 峻 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 千歳市 4:33:19

1161 1546 樋山 克明 ﾋﾔﾏ ｶﾂｱｷ 札幌市 4:33:20

1162 366 原山 拓也 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 日医ジョガーズ 京都府 4:33:23

1163 1926 長谷川 烈 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 千歳市 4:33:30

1163 1040 遠山 政典 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 4:33:30

1165 1617 植村 尚貴 ｳｴﾑﾗ ﾅｵｷ 札幌市 4:33:34

1166 728 吉本 直記 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 岩見沢市 4:33:35

1167 983 柴野 隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 苗穂工場 札幌市 4:33:43

1168 1913 浅香 雄一郎 ｱｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＴＣＣラン部 千歳市 4:33:45

1169 1063 細川 求 ﾎｿｶﾜ ﾓﾄﾑ 大地＆友 江別市 4:33:47

1170 968 河田 茂 ｶﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 蘭越陸協 蘭越町 4:33:50

1171 697 喜多 進 ｷﾀ ｽｽﾑ 喜多組 帯広市 4:33:57

1172 1965 阿部 親 ｱﾍﾞ ｼﾝ 千歳市 4:34:03

1173 1227 石坂 康夫 ｲｼｻﾞｶ ﾔｽｵ ギャンブラーズ 札幌市 4:34:04

1174 1286 松浦 光政 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾏｻ トヨタ北海道 苫小牧市 4:34:05

1175 1210 櫻田 憲治 ｻｸﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 櫻田ファミリア 札幌市 4:34:07

1176 1201 松本 裕二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:34:09

1177 116 松村 司 ﾏﾂﾑﾗ ﾂｶｻ 東京都 4:34:16

1178 94 峰尾 淳 ﾐﾈｵ ｱﾂｼ 陵南セミナー 東京都 4:34:20

1179 1136 片岡 史知 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾊﾙ 帯広市 4:34:30

1180 90 中田 瑛一 ﾅｶﾀﾞ ｴｲｲﾁ 東京都 4:34:36

1181 1163 米田 宏紀 ﾖﾈﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 4:34:38

1182 814 石川 幸一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ Ｂｙホリデイ 札幌市 4:34:39

1182 1867 青柳 雅信 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ ミツミ電機 千歳市 4:34:39

1184 383 阿部 仁 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 兵庫県 4:34:40

1185 809 今井 清 ｲﾏｲ ｷﾖｼ 旭川市 4:34:55

1185 955 浅沼 司 ｱｻﾇﾏ ﾂｶｻ 侍ＳＯＵＬ 恵庭市 4:34:55

1185 1448 油家 広光 ｱﾌﾞﾗﾔ ﾋﾛﾐﾂ 札幌市 4:34:55

1185 171 横山 茂 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 伸栄製作所横浜 神奈川県 4:34:55

1189 1335 小林 貴行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:35:06

1190 742 小原 登 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 札幌市 4:35:11

1191 219 最上 拓児 ﾓｶﾞﾐ ﾀｸｼﾞ 千葉県 4:35:16

1192 1415 真子 純一 ﾏｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ 恵庭市 4:35:17

1193 217 有田 康雄 ｱﾘﾀ ﾔｽｵ ニッポンランナ 千葉県 4:35:19

1194 108 近藤 功治 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 東京都 4:35:24

1194 1289 田畑 顕 ﾀﾊﾀ ｹﾝ 札幌市 4:35:24

1196 1325 井田 雅之 ｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さっぽろ１０９ 札幌市 4:35:28

1197 1422 渡部 琢磨 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾀｸﾏ 札幌市 4:35:29

1198 1164 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 江別市 4:35:31

1199 180 金子 基樹 ｶﾈｺ ﾓﾄｷ 神奈川県 4:35:34

1200 2033 坂口 純一 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 4:35:38
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1201 1904 大場 裕介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 魁！前田塾 千歳市 4:35:50

1202 1910 早川 康志 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｼ 陸上自衛隊 千歳市 4:35:53

1203 370 小野 善郎 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 和歌山県 4:36:00

1204 98 田中 玲 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ＧＢＣ 東京都 4:36:05

1205 840 雨夜 博史 ｱﾏﾔ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 4:36:15

1206 1341 杉山 照晃 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾙｱｷ ホッカン 札幌市 4:36:20

1207 1575 米原 晋一 ﾖﾈﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 札幌市 4:36:21

1208 1425 今野 勇 ｺﾝﾉ ｲｻﾑ 札幌市 4:36:23

1209 2038 山内 大輔 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:36:27

1210 1879 星野 大地 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲﾁ 千歳市 4:36:29

1211 352 船尾 淳喜 ﾌﾅｵ ｱﾂｷ 大阪府 4:36:31

1211 388 渡部 智之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 住友ファーマ 島根県 4:36:31

1213 1398 藤田 和也 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 富良野市 4:36:34

1213 1412 重田 光弘 ｼｹﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 大きく膨らむ夢 恵庭市 4:36:34

1215 1190 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 札幌市 4:36:50

1216 1066 一ノ瀬 悠之 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾕｷ 千歳酔いどれ 恵庭市 4:36:54

1216 1272 吉田 正見 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 鉄道運輸機構 札幌市 4:36:54

1218 309 西川 瑞基 ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 愛知県 4:36:55

1219 1417 齊藤 文彦 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ ＫＩＫＯＬＥＧ 札幌市 4:36:59

1220 1085 藤田 謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 苫小牧市 4:37:01

1221 1859 森田 弘 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ メビウス 千歳市 4:37:13

1222 1460 柿原 雄二 ｶｷﾊﾗ ﾕｳｼﾞ ＩｎＴｉｍｅ 恵庭市 4:37:31

1222 1305 清水 恒輔 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 4:37:31

1224 393 高畑 紳一 ｺｳﾊﾀ ｼﾝｲﾁ 広島県 4:37:32

1225 75 葛谷 直規 ｸｽﾞﾔ ﾅｵｷ チーム腹八分 東京都 4:37:37

1226 2016 松野 滉大 ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ 千歳市 4:37:38

1227 1395 本川 志郎 ﾓﾄｶﾜ ｼﾛｳ 北海道いすゞ 札幌市 4:37:40

1228 437 久保 勝文 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾞﾐ 吹上眼科 青森県 4:37:51

1229 1625 長谷川 隆行 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 芦別市 4:38:00

1230 685 昇 克幸 ﾉﾎﾞﾘ ｶﾂﾕｷ 札幌市 4:38:09

1231 551 林 純史 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＩＧＨＲ 札幌市 4:38:11

1232 1349 南間 拓人 ﾅﾝﾏ ﾀｸﾄ 札幌市 4:38:12

1233 1234 木村 毅 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ ランラン俱楽部 札幌市 4:38:15

1234 1180 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ Ｄｏｃｏｎ 札幌市 4:38:21

1235 1458 伊藤 信吾 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 長沼町 4:38:28

1236 1385 福岡 雄司 ﾌｸｵｶ ﾕｳｼﾞ チーム緑ガメ 苫小牧市 4:38:30

1236 384 竹内 裕一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 4:38:30

1238 1838 奥山 雅仁 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 千歳市 4:38:31

1239 1557 長能 潔 ﾅｶﾞﾉ ｷﾖｼ 札幌市 4:38:36

1240 222 執行 紀行 ｼｷﾞｮｳ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 4:38:38

1241 1239 谷野 修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 日新化学研究所 苫小牧市 4:38:43

1242 92 梶谷 哲彦 ｶｼﾞﾔ ﾃﾂﾋｺ 東京都 4:38:57

1242 266 山下 良平 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 4:38:57

1244 1149 目時 康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 4:39:02

1245 1712 島本 伊人 ｼﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ ＷｅｂＵｎｉｔ 恵庭市 4:39:04

1246 1183 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 4:39:07

1247 1344 北島 幹士 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｷｵ ライテクＲＣ 札幌市 4:39:14

1247 265 栗原 友和 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 4:39:14

1249 1170 清藤 裕也 ｾｲﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 釧路市 4:39:17

1249 1780 山田 晴啓 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ 大鎮キムラ建設 苫小牧市 4:39:17
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1251 1031 久守 忠信 ﾋｻﾓﾘ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ ＳＦＡ 札幌市 4:39:20

1252 1246 高野 冬樹 ﾀｶﾉ ﾌﾕｷ 恵庭走友会 恵庭市 4:39:28

1253 1900 佐藤 文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 千歳市 4:39:35

1254 1702 笠木 恵介 ｶｻｷ ｹｲｽｹ 苫小牧市 4:39:42

1255 1644 高橋 裕二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:39:45

1256 310 宿谷 啓二 ｼｭｸﾔ ｹｲｼﾞ 愛知県 4:39:49

1257 279 見崎 信悟 ﾐｻｷ ｼﾝｺﾞ だえんＲＦＣ 静岡県 4:39:58

1258 1393 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 小樽市役所 小樽市 4:40:02

1259 1876 森川 航希 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ 千歳市 4:40:13

1260 1477 澤田 真樹 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｷ ＫＤＤＩ 札幌市 4:40:20

1261 1418 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 赤レンガ走友会 札幌市 4:40:23

1262 1491 眞田 康治 ｻﾅﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 農研機構北農研 札幌市 4:40:37

1263 1489 岩崎 芳規 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 金富士酒場 札幌市 4:40:38

1264 1109 藤澤 俊明 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｼｱｷ 札幌市 4:40:47

1265 1744 植田 弘美 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 酪農学園大学 江別市 4:40:48

1266 362 植苗 吉弘 ｳｴﾅｴ ﾖｼﾋﾛ ミツワ 京都府 4:40:54

1267 2028 渡辺 修平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 陸上自衛隊 千歳市 4:41:00

1267 1365 下川原 昌勝 ｼﾓｶﾜﾗ ﾏｻｶﾂ 北海高松竹谷塾 札幌市 4:41:00

1269 1908 小泉 徳厚 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾘｱﾂ 千歳市 4:41:08

1270 1314 安田 純一 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:41:18

1271 1486 上杉 嘉邦 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｸﾆ 若ちゃんＦＲＣ 札幌市 4:41:21

1272 1942 佐藤 竹彦 ｻﾄｳ ﾀｹﾋｺ シンプロ 千歳市 4:41:42

1273 174 小永吉 進 ｺﾅｶﾞﾖｼ ｽｽﾑ 神奈川県 4:41:46

1274 269 関口 和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 和楽走友会 埼玉県 4:41:49

1275 1107 笠原 慎 ｶｻﾊﾗ ｼﾝ 札幌市 4:41:51

1276 1523 松本 匡功 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ 北見市 4:41:58

1277 1126 加茂 忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 音更町 4:41:59

1278 1471 木村 和哉 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 北央情報Ｓ 札幌市 4:42:18

1279 1484 林 正憲 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 札幌北高校 札幌市 4:42:21

1280 1635 宇部 正信 ｳﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 4:42:38

1280 166 計良 隆 ｹﾗ ﾀｶｼ ＴｅａｍＳ 神奈川県 4:42:38

1282 1455 松本 明彦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ 恵庭市 4:42:39

1283 1394 木村 修 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ 千歳ＲＣ 江別市 4:42:42

1284 419 永迫 俊郎 ﾅｶﾞｻｺ ﾄｼﾛｳ 自然地理学野演 鹿児島県 4:42:44

1285 1517 原口 典人 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ おおすけ 札幌市 4:42:51

1286 1209 大久保 健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 4:42:54

1287 1608 石川 敬人 ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ 札幌市 4:43:09

1288 1056 下中 弘之 ｼﾓﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 道南ＲＣ 函館市 4:43:10

1289 1786 難波 比呂志 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 4:43:14

1290 1087 宮田 佳幸 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾕｷ 札幌開成中等 札幌市 4:43:17

1291 1655 加賀 直人 ｶｶﾞ ﾅｵﾄ ＊～アスタリ 札幌市 4:43:32

1291 832 藤枝 貴範 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 4:43:32

1293 335 久保 雄一 ｸﾎﾞ ﾕｳｲﾁ チーム飯盛山 大阪府 4:43:36

1294 1233 野口 武昭 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｱｷ 札幌市 4:43:42

1295 1298 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 4:43:43

1295 162 植田 幸男 ｳｴﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 4:43:43

1297 175 須藤 正喜 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｷ のんでらーず 神奈川県 4:43:48

1298 240 大貫 智之 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾕｷ セイチーズ 茨城県 4:43:50

1299 1366 三上 博 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ スクラッチ 石狩市 4:43:54

1300 1566 野口 直哉 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 札幌市 4:43:55
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1301 1096 菅谷 昌浩 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾛ 稚内ＴＲＣ 稚内市 4:44:03

1302 102 伊澤 正明 ｲｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 東京都 4:44:04

1303 105 茂田 幸康 ｼｹﾞﾀ ﾕｷﾔｽ 東京都 4:44:07

1304 841 近藤 信太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 4:44:09

1305 1324 手小 達敬 ﾃｺ ﾀﾂﾉﾘ 月刊クォリティ 札幌市 4:44:15

1306 155 守田 一也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 4:44:19

1307 1376 副島 充芳 ｿｴｼﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ 札幌市 4:44:21

1308 1651 柴本 晃宗 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 北見酔走楽局 北見市 4:44:26

1309 976 中野 耕一 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:44:27

1310 1587 松谷 直樹 ﾏﾂﾔ ﾅｵｷ 札幌市 4:44:29

1311 1162 高田 克彦 ﾀｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 赤レンガ走友会 札幌市 4:44:35

1312 1478 岡本 大輔 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:44:41

1313 1658 鈴木 真 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 札幌市 4:44:44

1314 1540 千葉 昇 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ ２ｎｄＳＴＧ 江別市 4:44:59

1315 688 後藤 晋平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ ＯＲＫ 札幌市 4:45:17

1316 1886 古屋 真隆 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾀｶ ヤングハイツ 千歳市 4:45:34

1317 99 大西 完国 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｸﾆ 東京都 4:45:38

1318 1551 田仲 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 札幌市 4:45:39

1319 1639 沖山 義徳 ｵｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 更別村 4:45:58

1319 1701 鳥倉 徳行 ﾄﾘｸﾗ ﾉﾘﾕｷ ルート６６ 中札内村 4:45:58

1319 1426 遠山 栄毅 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:45:58

1322 1263 布施 博康 ﾌｾ ﾋﾛﾔｽ 弟子屈町 4:46:04

1322 1947 長友 建国 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾀﾂﾙ なな師団広報 千歳市 4:46:04

1324 159 田中 慶 ﾀﾅｶ ｹｲ ＪＡＬトラ 神奈川県 4:46:07

1325 1930 小川 朝之 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ７ＡーＨ 千歳市 4:46:09

1326 916 忠海 憲仁 ﾀﾀﾞｳﾐ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 4:46:14

1327 1854 諸江 政博 ﾓﾛｴ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 4:46:20

1327 964 伊東 正剛 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ オールドボーイ 苫小牧市 4:46:20

1329 127 大場 義行 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 4:46:21

1330 1487 竹原 大輔 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:46:27

1331 1316 清水 彬嗣 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 恵庭市 4:46:34

1332 1465 久木田 幹 ｸｷﾀ ﾐｷ 北広島ＲＣ 北広島市 4:46:41

1333 1591 工藤 司 ｸﾄﾞｳ ﾂｶｻ 苫小牧気分走会 苫小牧市 4:46:42

1334 1952 廣長 孝晃 ﾋﾛﾁｮｳ ﾀｶｱｷ 千歳市 4:46:43

1335 1007 斉藤 智嗣 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾂｸﾞ 岩見沢焼肉協会 岩見沢市 4:46:46

1336 70 舩井 康伸 ﾌﾅｲ ﾔｽﾉﾌﾞ ピーチ 東京都 4:46:56

1337 320 脇 昭博 ﾜｷ ｱｷﾋﾛ 海山 三重県 4:46:57

1338 1400 黒丸 鉄男 ｸﾛﾏﾙ ﾃﾂｵ 北見市 4:46:59

1339 1022 アシュクロフト ボブ ｱｼｭｸﾛﾌﾄ ﾎﾞﾌﾞ 東海大学札幌 札幌市 4:47:00

1340 793 瀧上 馨 ﾀｷﾉｳｴ ｶｵﾙ 札幌市 4:47:07

1340 574 藤兼 啓恭 ﾌｼﾞｶﾈ ﾋﾛﾔｽ ＮＴＴアカシア 札幌市 4:47:07

1342 1844 伏根 勝志 ﾌｼﾈ ｶﾂｼ 千歳市 4:47:10

1343 1379 谷口 浩二郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞﾛｳ 鍼灸健壮院滝川 滝川市 4:47:12

1344 178 石井 勇太 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 神奈川県 4:47:18

1345 176 小沢 智幸 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 4:47:21

1346 1735 吉田 隆之 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:47:22

1347 1490 大塚 英幸 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＡＬＫ 北広島市 4:47:26

1348 1596 矢富 博之 ﾔﾄﾐ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:47:29

1349 1094 吉田 勉幸 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ ヨシダ学舎 小樽市 4:47:33

1350 1424 奥田 雅則 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 北海道リハビリ 北広島市 4:47:39
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1351 232 甲斐 莊一 ｶｲ ｿｳｲﾁ 千葉県 4:47:40

1352 1536 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 札幌市 4:47:44

1353 1781 吉川 智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 釧路市 4:47:45

1354 1160 藤澤 寿志 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｻｼ ドーコン 札幌市 4:47:50

1355 1924 柳瀬 力 ﾔﾅｾ ﾂﾄﾑ 千歳市 4:47:53

1356 1511 加藤 和明 ｶﾄｳ ｶｽﾞｱｷ のっぽりあん 江別市 4:48:02

1357 1640 太田 俊幸 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:48:03

1358 305 伊藤 学 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 丸敬ランナーズ 愛知県 4:48:11

1359 1520 村山 淳 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 元多摩 札幌市 4:48:16

1360 1350 薄井 傑 ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 江別市 4:48:20

1361 1363 安達 賢二 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ ＨＢＡ ＲＣ 江別市 4:48:21

1362 1129 神原 篤 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 膝ボルト 苫小牧市 4:48:29

1363 156 登澤 剛 ﾄｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 4:48:51

1364 103 岩見 聡 ｲﾜﾐ ｻﾄｼ クレスコ 東京都 4:48:57

1365 346 廣田 理 ﾋﾛﾀ ｻﾄｼ 大阪府 4:49:00

1366 1256 石井 晃一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 北見清月 北見市 4:49:01

1367 1848 平 四郎 ﾀｲﾗ ｼﾛｳ 千歳市 4:49:02

1368 1483 木村 健史 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 札幌市 4:49:04

1369 1326 杉本 則夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ 中標津十二楽走 中標津町 4:49:16

1370 1281 南部 敏和 ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｶｽﾞ キャンサーズ 札幌市 4:49:21

1371 1529 山下 真弘 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 別海町 4:49:36

1372 93 三嶋 章夫 ﾐｼﾏ ｱｷｵ 伊藤忠陸上部 東京都 4:49:47

1373 1572 柴 勤 ｼﾊﾞ ﾂﾄﾑ アートな仲間達 札幌市 4:49:56

1374 1631 煎本 幸雄 ｲﾘﾓﾄ ﾕｷｵ 北日本石油 安平町 4:49:58

1374 242 菊池 利之 ｷｸﾁ ﾄｼﾕｷ 世矢Ｊ＆Ｊ 茨城県 4:49:58

1376 1619 大野 光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 札幌市 4:50:02

1377 1722 河野 利彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 光陽荘 苫小牧市 4:50:03

1378 1345 金谷 秀晴 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＳＹＵＵＳＥＩ 札幌市 4:50:08

1379 1756 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:50:21

1380 1198 曽根 宏亮 ｿﾈ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:50:22

1381 1959 野辺地 公則 ﾉﾍｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 千歳市 4:50:27

1382 682 梅田 康弘 ｳﾒﾀ ﾔｽﾋﾛ 滑登走 札幌市 4:50:39

1383 1479 佐々木 奨之 ｻｻｷ ｼｮｳﾉ 中標津町役場 中標津町 4:50:40

1383 1303 小野崎 誠 ｵﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 王子製紙 釧路町 4:50:40

1385 1989 石井 克佳 ｲｼｲ ｶﾂﾖｼ 千歳市 4:50:57

1386 1897 西河 琢 ﾆｼｶﾜ ﾀｸ 千歳市 千歳市 4:51:01

1387 1389 吉田 匡宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ちーむよしだ 札幌市 4:51:06

1388 184 岩澤 利男 ｲﾜｻﾜ ﾄｼｵ 神奈川県 4:51:09

1389 1652 大内 久敬 ｵｵｳﾁ ﾋｻﾀｶ 札幌市 4:51:18

1390 1052 久保田 修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ ＴＥＡＭジンパ 札幌市 4:51:32

1391 1373 福田 誠治 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ エフテック 札幌市 4:51:44

1392 1510 篠原 宏明 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 深川ふれっぷ 深川市 4:51:46

1393 81 金澤 慎一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ ＪＲＡ 東京都 4:51:48

1394 2025 田川 千春 ﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 千歳市 4:51:53

1395 1482 西 毅 ﾆｼ ﾀｹｼ らんらんくらぶ 札幌市 4:51:57

1396 1243 金田 周 ｶﾈﾀ ｼｭｳ ＯＳＫ 北広島市 4:51:58

1397 77 貞許 健治 ｻﾀﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ハートフォー 東京都 4:52:01

1398 1279 大舘 牧 ｵｵﾀﾞﾃ ﾏｷ 札幌市 4:52:07

1399 314 田中 智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 4:52:12

1400 1036 真藤 昌信 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ ＳＰＫ 札幌市 4:52:17
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1401 343 杉田 正文 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 大阪府 4:52:28

1402 365 谷西 透 ﾀﾆﾆｼ ﾄｵﾙ 株式会社ミツワ 京都府 4:52:31

1403 1414 照井 芳明 ﾃﾙｲ ﾖｼｱｷ ＡＲＣ４０ 余市町 4:52:33

1404 1197 須長 忠之 ｽﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ ねっとらん札幌 札幌市 4:52:37

1405 1653 柿脇 一穂 ｶｷﾜｷ ｶｽﾞﾎ 八雲町 4:52:41

1406 36 川上 正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京陸協 東京都 4:52:45

1407 1446 大熊 洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:52:46

1408 1610 長勢 政博 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾋﾛ 鈍がめ 札幌市 4:52:47

1409 318 川端 澄男 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽﾐｵ 三重県 4:52:54

1410 1452 金岡 優樹 ｶﾅｵｶ ﾕｳｷ 札幌市 4:52:57

1410 1444 田中 義信 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 島牧ＲＣ札幌 札幌市 4:52:57

1412 1538 酒井 辰生 ｻｶｲ ﾀﾂｵ 札幌市 4:52:59

1413 229 牧 教明 ﾏｷ ﾉﾘｱｷ 千葉県 4:53:01

1414 1991 金野 寛喜 ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 千歳市 4:53:17

1415 427 武田 啓正 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｾｲ 石川県 4:53:32

1416 1428 下田 健太郎 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 京極町 4:53:33

1417 944 神村 正史 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 中標津十二楽走 網走市 4:53:40

1418 1505 松澤 靖 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼ 札幌市 4:53:49

1418 1020 宮下 敦司 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 大和技建 札幌市 4:53:49

1420 1726 竹元 直樹 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 恵庭市 4:54:02

1421 1954 冷水 真 ﾋﾔﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 千歳市 4:54:03

1422 1333 松本 卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 札幌市 4:54:06

1422 901 田中 大 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 札幌市 4:54:06

1424 260 焼田 真司 ﾔｷﾀ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 4:54:13

1425 1697 中村 光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ あいがも会 滝川市 4:54:18

1425 1606 南部 英則 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＪＯＹＦ富良野 札幌市 4:54:18

1427 1308 佐藤 世志人 ｻﾄｳ ﾖｼﾄ 第一三共陸上部 札幌市 4:54:21

1428 1469 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 小林石材 北広島市 4:54:22

1429 1343 山本 聡 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 北広島市 4:54:25

1430 1776 小西 芳憲 ｺﾆｼ ﾖｼﾉﾘ 札幌商科大学卒 札幌市 4:54:40

1431 1935 原尾 浩平 ﾊﾗｵ ｺｳﾍｲ 千歳市 4:54:43

1432 1237 旭 裕輝 ｱｻﾋ ﾋﾛｷ チーム朝顔 旭川市 4:54:47

1433 1646 藤原 洋一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:55:07

1434 1472 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ サザン応援団 札幌市 4:55:08

1435 1409 高橋 勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ 凡人ＲＣ 深川市 4:55:13

1435 1493 相澤 孝一 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 江別市 4:55:13

1437 988 堀内 暢人 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 4:55:18

1438 1077 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:55:19

1439 1284 河野 浩明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:55:22

1440 1383 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 4:55:28

1441 1630 高田 寿雄 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｵ 札幌市 4:55:44

1442 1046 森 智希 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 帯広市 4:55:45

1443 1934 内山 裕介 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ 千歳市 4:55:46

1444 1338 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 北のマラニック 札幌市 4:55:51

1445 1793 川口 修平 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 網走桂陽高校 北見市 4:55:52

1446 1276 藤田 誠 ﾌｼﾞﾀ ﾏｺﾄ 岩田地崎ＳＲＣ 札幌市 4:56:02

1446 1941 佐藤 裕彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ 千歳市 4:56:02

1448 1193 中静 一棋 ﾅｶｼｽﾞ ｶｽﾞｷ セイワ商会 札幌市 4:56:05

1449 2032 久綱 淳太 ｸﾂﾅ ｼﾞｭﾝﾀ 千歳市 4:56:06

1450 1492 伊藤 俊之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 北星信金ＯＢ 名寄市 4:56:12
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1451 1037 西亦 隆 ﾆｼﾏﾀ ﾀｶｼ 札幌市 4:56:16

1452 992 深見 公雄 ﾌｶﾐ ｷﾐｵ ノースラビット 札幌市 4:56:29

1452 1960 影山 英明 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 千歳市 4:56:29

1454 1283 廣川 貴志 ﾋﾛｶﾜ ﾀｶｼ 東川町 4:56:30

1455 267 小林 眞人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 埼玉県 4:56:33

1456 1705 田之上 真一 ﾀﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ マコト動物病院 札幌市 4:56:35

1457 1462 高田 雅典 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 4:56:42

1458 1445 岡崎 祐三 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 4:56:43

1459 202 堀 弘人 ﾎﾘ ﾋﾛﾄ ＡＲＳ 千葉県 4:57:11

1460 1785 武田 則昭 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｱｷ チームにぼし君 登別市 4:57:13

1461 1982 渡部 謙太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 酔いどれＲＣ 千歳市 4:57:16

1462 1578 笹本 崇昭 ｻｻﾓﾄ ﾀｶｱｷ 札幌市 4:57:17

1463 1261 丸山 友幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 4:57:20

1464 97 渡部 篤史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 4:57:33

1465 1504 服部 快斗 ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ 航空自衛隊 長沼町 4:57:49

1466 1721 丸山 太一 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 北央電装 富良野市 4:57:53

1467 1964 加藤 恭生 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 清松内田組 千歳市 4:57:57

1468 1496 猪村 達也 ｲﾑﾗ ﾀﾂﾔ ＰＲＯＯＦ 札幌市 4:58:00

1469 1206 野月 洸一 ﾉﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 4:58:02

1470 1713 菊地 昭浩 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 名寄市 4:58:09

1471 792 昆野 幸洋 ｺﾝﾉ ﾕｷﾋﾛ 札幌市 4:58:15

1472 1962 山﨑 一樹 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 千歳市 4:58:16

1473 1185 松岡 泰樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 4:58:17

1474 1189 齊藤 寛太郎 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀﾛｳ 稚内懸垂倶楽部 札幌市 4:58:22

1475 1677 太田 祐治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 広尾走ろう会 広尾町 4:58:26

1476 1743 義達 康之 ﾖｼﾀﾂ ﾔｽﾕｷ 札幌市 4:58:38

1477 977 太田 義浩 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ ＳＦＲＣ 札幌市 4:58:49

1478 25 梶川 喜弘 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:58:50

1478 183 福田 紀幸 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 4:58:50

1480 1485 山下 浩正 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾏｻ 八雲町 八雲町 4:58:52

1481 995 石丸 大輔 ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:58:53

1482 905 岡本 勝久 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋｻ 滝川ビアーズ 滝川市 4:58:58

1483 1315 加藤 彰 ｶﾄｳ ｱｷﾗ カミヤマ倶楽部 函館市 4:59:01

1484 1092 森 久夫 ﾓﾘ ﾋｻｵ スキヤキ塾 新ひだか町 4:59:02

1485 1695 八幡 吉明 ﾔﾊﾀ ﾖｼｱｷ 札幌市 4:59:23

1485 1330 岩崎 國夫 ｲﾜｻｷ ｸﾆｵ 女満別ＵＭＣ 大空町 4:59:23

1487 347 竹内 世蔵 ﾀｹｳﾁ ｾｲｿﾞｳ 大阪府 4:59:33

1488 215 木村 岳弘 ｷﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ アイエヌオー 千葉県 4:59:38

1489 1761 高橋 辰男 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｵ ノースシティ 札幌市 4:59:51

1490 355 門脇 正明 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｻｱｷ 大阪府 4:59:54

1491 1226 千葉 尚希 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｷ 航空自衛隊 長沼町 5:00:03

1492 1488 根本 義則 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 5:00:07

1493 86 浅見 俊仁 ｱｻﾐ ﾄｼﾋﾄ 風鈴小僧 東京都 5:00:16

1494 433 岩井 敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ ＳＺＰ ＷＩＮ 宮城県 5:00:19

1495 1985 平出 茂敏 ﾋﾗﾃﾞ ｼｹﾞﾄｼ 航空自衛隊 千歳市 5:00:24

1496 797 坂森 誠 ｻｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 札幌市 5:00:32

1497 395 河野 哲郎 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾛｳ 山口県 5:00:36

1497 1436 上原 正己 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾐ 月曜友の会ＲＣ 北広島市 5:00:36

1499 1699 樋浦 瞬 ﾋｳﾗ ｼｭﾝ 愛里苑 札幌市 5:00:42

1500 1323 崎田 英夫 ｻｷﾀ ﾋﾃﾞｵ ＹＴＳー２１ 札幌市 5:00:52
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1501 1319 石渡 瑞穂 ｲｼﾜﾀ ﾐｽﾞﾎ エナみらいＲＣ 札幌市 5:00:53

1502 1656 柳沼 秀明 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 帯広市 5:00:57

1503 1357 石原 尚之 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾕｷ つうけん 札幌市 5:01:14

1504 1995 藤山 智彦 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 千歳市 5:01:15

1505 1684 石岡 広大 ｲｼｵｶ ｺｳﾀﾞｲ こはるＲＣ 石狩市 5:01:17

1506 1500 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＨＢＡＲＣ 石狩市 5:01:20

1507 354 大守 茂広 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 大阪府 5:01:27

1508 1355 田中 千春 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 札幌市 5:01:33

1509 708 田村 伸也 ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 当別町 5:01:52

1510 1348 相内 啓二 ｱｲｳﾁ ｹｲｼﾞ 道水コン 札幌市 5:01:55

1511 226 右原 洋平 ｳﾊﾗ ﾖｳﾍｲ アべンジャーズ 千葉県 5:02:09

1511 160 加藤 俊郎 ｶﾄｳ ﾄｼﾛｳ ランですかい 神奈川県 5:02:09

1513 228 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ＮＲ佐倉 千葉県 5:02:10

1514 1939 大滝 信一 ｵｵﾀｷ ｼﾝｲﾁ エプソン千歳 千歳市 5:02:15

1515 1336 飛田 政昭 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻｱｷ チーム夢芝居 札幌市 5:02:23

1516 1590 佐野 翔太 ｻﾉ ｼｮｳﾀ 函館市 5:02:43

1517 1708 前川 健二 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 装苑 恵庭市 5:02:44

1518 1723 吉田 功二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 自衛隊 札幌市 5:02:58

1519 312 小出 滋久 ｺｲﾃﾞ ｼｹﾞﾋｻ 愛知県 5:03:03

1520 121 宮崎 圭次 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 東京都 5:03:04

1521 1798 塩崎 崇 ｼｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 日医ジョガーズ 函館市 5:03:14

1522 164 大治 啓 ｵｵﾊﾙ ｹｲ 神奈川県 5:03:15

1523 2024 髙田 翔流 ﾀｶﾀﾞ ｶｹﾙ 千歳市 5:03:17

1524 1676 白井 直樹 ｼﾗｲ ﾅｵｷ 北海道ガス 札幌市 5:03:23

1525 1670 沼田 剛幸 ﾇﾏﾀ ﾀｶﾕｷ 焼鶏館 札幌市 5:03:46

1526 387 岡橋 正 ｵｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 5:03:50

1526 307 古橋 芳治 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾊﾙ 愛知県 5:03:50

1528 1615 駒谷 敏 ｺﾏﾀﾆ ｻﾄｼ 長沼町役場 長沼町 5:04:27

1529 596 東原 光亮 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 札幌市 5:04:43

1529 1339 徳重 義勝 ﾄｸｼｹﾞ ﾖｼｶﾂ 富士通 江別市 5:04:43

1531 1624 嶋田 佳仁 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 新ひだか町 5:04:45

1532 1657 高澤 昌憲 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ オリ白ＲＣ 札幌市 5:05:04

1533 1313 藤原 修治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ 北ガス 札幌市 5:05:21

1534 1574 秦 浩信 ﾊﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 5:05:29

1535 257 吉橋 孝尚 ﾖｼﾊｼ ﾀｶﾋｻ 秩父鉄道労組 埼玉県 5:05:30

1536 739 田中 康平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ ＯＲＫ 札幌市 5:05:31

1537 1799 佐久間 哲 ｻｸﾏ ｻﾄｼ 日医ジョガーズ 札幌市 5:05:43

1538 119 小林 勝巳 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ 光の国６０ 東京都 5:05:44

1539 122 服部 達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 5:05:45

1540 1647 佐藤 洋介 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 札幌市 5:06:21

1541 1917 外山 翔悟 ﾄﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 千歳市 5:06:54

1542 1381 笹岡 新二 ｻｻｵｶ ｼﾝｼﾞ 札幌市 5:07:05

1543 1584 川上 達也 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ 函館市 5:07:13

1544 1420 小野寺 修一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 明治安田生命 函館市 5:07:31

1545 2031 安倍 匠 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｸﾐ キヨキヨ団 千歳市 5:07:42

1546 1766 宮下 廣幸 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 一般 札幌市 5:08:15

1547 1524 大市 恭史 ｵｵｲﾁ ﾔｽﾌﾐ ＳＲＨ２０１５ 江別市 5:08:19

1548 1495 神馬 邦昭 ｼﾞﾝﾊﾞ ｸﾆｱｷ 札幌市 5:08:33

1549 1558 牧野 幸雄 ﾏｷﾉ ﾕｷｵ 由仁陸協 由仁町 5:08:36

1550 1563 櫻田 卓 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ 六華ランナーズ 札幌市 5:08:54
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1551 172 武川 亮二 ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 5:09:02

1552 1525 中西 創 ﾅｶﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 帯広市 5:09:06

1553 1973 本間 裕 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 5:09:19

1554 1737 木下 光洋 ｷﾉｼﾀ ﾐﾂﾋﾛ チームまたぎ 札幌市 5:09:52

1555 1750 浦崎 真 ｳﾗｻｷ ﾏｺﾄ 札幌市 5:09:58

1556 1411 渡邉 邦芳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾖｼ かく０２ 札幌市 5:10:02

1557 422 本蔵 耕治 ﾓﾄｸﾗ ｺｳｼﾞ 鹿児島県 5:10:07

1558 1555 佐竹 大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 六華ランナーズ 札幌市 5:10:12

1559 1515 水島 正人 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾄ 市立札幌病院 札幌市 5:10:41

1560 67 中村 裕亮 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 陸上自衛隊 東京都 5:11:02

1561 2014 山内 剛 ﾔﾏｳﾁ ｺﾞｳ 千歳市 5:11:06

1562 1300 岡村 孝信 ｵｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ノースエナジー 札幌市 5:11:07

1563 1564 千葉 正彦 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋｺ 札幌市 5:11:38

1564 1599 大森 武治 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 好調好調 函館市 5:11:49

1565 1990 木暮 大樹 ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｷ 千歳市 5:11:53

1566 1069 笹枝 大展 ｻｻｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 5:11:54

1567 1718 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ あすか製薬 札幌市 5:11:56

1568 1595 渡部 貴大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩見沢市 5:12:00

1569 112 中田 義明 ﾅｶﾀ ﾖｼｱｷ 東京都 5:12:13

1570 1958 臼窪 唯之 ｳｽｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 千歳市 5:12:23

1571 117 久田 明 ﾋｻﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 5:12:30

1571 1565 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 紋別中学校 紋別市 5:12:30

1573 1983 佐藤 優樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 千歳市 5:12:40

1574 1202 箭原 勝美 ﾔﾊﾗ ｶﾂﾐ 北見市 5:12:45

1575 308 佐藤 彰秀 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 愛知県 5:13:13

1576 2026 瀬川 達也 ｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 千歳市 5:13:14

1577 268 齊藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 埼玉県 5:13:33

1578 324 池川 賢二 ｲｹｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 株式会社ミツワ 滋賀県 5:13:39

1579 1545 斉藤 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 札幌市 5:14:21

1580 1622 小林 圭一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ せめるまもるズ 札幌市 5:14:25

1581 1715 高田 穣需 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞｭｳ 札幌市 5:14:34

1582 786 小林 信敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾄｼ 北見市 5:14:40

1583 311 松井 徹 ﾏﾂｲ ﾄｵﾙ 愛知県 5:14:44

1584 1549 佐藤 邦昭 ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ 札幌市 5:14:47

1585 1442 横路 民雄 ﾖｺﾐﾁ ﾀﾐｵ 札幌市 5:14:50

1586 1588 打田 泰規 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 5:15:10

1587 1449 米永 雅憲 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ チーム琴似 札幌市 5:15:22

1588 263 池田 雅弘 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 5:15:23

1589 1770 上田 雅浩 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 岩見沢十二楽走 岩見沢市 5:15:30

1590 1957 矢部 博明 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 千歳市 5:15:56

1591 173 清久 春義 ｷﾖｸ ﾊﾙﾖｼ 神奈川県 5:16:11

1592 1512 中津 勝則 ﾅｶﾂ ｶﾂﾉﾘ 江別市 5:16:21

1593 106 宮本 邦彦 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 東京都 5:16:29

1594 1232 五十嵐 卓広 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 5:16:46

1595 1552 布施 茂登 ﾌｾ ｼｹﾞﾄ ＮＴＴ札幌病院 札幌市 5:16:54

1596 1682 北野 貴士 ｷﾀﾉ ﾀｶｼ 札幌市 5:17:03

1597 1404 中川 幸浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 北海道エネルギ 小樽市 5:17:06

1598 218 屋良 ゆう ﾔﾗ ﾕｳ 千葉県 5:17:10

1599 1161 天満 三樹 ﾃﾝﾏ ﾐｷ 札幌市 5:17:15

1600 1976 武田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千歳管制隊 千歳市 5:17:21
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1601 1740 池谷 政良 ｲｹﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 札幌市 5:17:22

1602 1544 高木 浩 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 5:17:45

1603 1359 山口 繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 5:17:46

1604 414 樋渡 啓祐 ﾋﾜﾀｼ ｹｲｽｹ 樋渡社中 佐賀県 5:17:49

1605 1643 清田 知宏 ｾｲﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 5:17:50

1606 1878 赤間 健太郎 ｱｶﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 千歳市 5:17:51

1607 1570 武藤 貴大 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 北広島市 5:18:01

1608 1662 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 札幌市 5:18:02

1609 1142 和田 栄二 ﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 札幌市 5:18:17

1610 1461 高石 佳太 ﾀｶｲｼ ｹｲﾀ 札幌市 5:18:18

1611 1692 鈴木 健秀 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾃﾞ 小樽市 小樽市 5:18:36

1612 1081 青山 茂樹 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞｷ 帯広市 5:18:41

1612 1569 杉本 吉孝 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 伊藤忠ＥＨＬ北 札幌市 5:18:41

1614 1110 木谷 嘉孝 ｷﾔ ﾖｼﾀｶ ママス＆パパス 札幌市 5:19:31

1615 1734 佐藤 晋 ｻﾄｳ ｽｽﾑ ラクちゃん 北広島市 5:19:37

1616 1862 谷川 友希 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳｷ 千歳市 5:19:43

1617 1435 佐々木 浩人 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 札幌市 5:19:45

1618 2030 濱﨑 浩二 ﾊﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 千歳市 5:20:19

1619 1368 加畑 武則 ｶﾊﾀ ﾀｹﾉﾘ 札幌市 5:20:22

1620 1727 小野田 睦雄 ｵﾉﾀﾞ ﾑﾂｵ ＴＤＪ 北見市 5:20:53

1621 1641 茗作 政幸 ﾐｮｳｻｸ ﾏｻﾕｷ 北見市 5:20:57

1622 418 久見木 大介 ｸﾐｷ ﾀﾞｲｽｹ 鹿児島県 5:21:07

1623 1783 竹内 文浩 ﾀｹｳﾁ ﾌﾐﾋﾛ ノバルティス 江別市 5:21:24

1624 46 鈴木 雅久 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｻ 東京都 5:21:25

1625 227 岡田 成章 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 千葉県 5:21:42

1625 301 丹波 信夫 ﾀﾝﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ チーム桐ヶ丘 愛知県 5:21:42

1627 1548 串田 光隆 ｸｼﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ くまげらの会 札幌市 5:21:44

1628 852 可香谷 賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 札幌市 5:22:08

1629 2012 清松 ゆきのぶ ｷﾖﾏﾂ ﾕｷﾉﾌﾞ 千歳市 5:22:09

1630 1689 鈴木 雄士 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ ヘアーアイ 札幌市 5:22:15

1630 68 後藤 秀樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 東京都 5:22:15

1632 1601 星田 功 ﾎｼﾀﾞ ｲｻｵ 明星工業陸上部 苫小牧市 5:22:37

1633 1771 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 札幌市 5:22:44

1634 1753 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 北広島市 5:23:19

1635 1693 三浦 健太 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ そにまにあ 函館市 5:23:30

1636 1716 熊原 清隆 ｸﾏﾊﾗ ｷﾖﾀｶ ホリデイ苫小牧 苫小牧市 5:23:40

1637 1405 原 省吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 5:23:41

1638 1620 本谷 歩 ﾓﾄﾔ ｱﾕﾑ 札幌市 5:23:45

1639 970 三上 栄久夫 ﾐｶﾐ ｴｸｵ チームあのん 札幌市 5:24:03

1640 1434 やまき ゆうた ﾔﾏｷ ﾕｳﾀ 東藻琴診療所 大空町 5:24:26

1641 1507 三浦 英範 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩内町 5:24:28

1642 1526 森田 淨司 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 札幌市 5:24:36

1643 386 大野 浩 ｵｵﾉ ﾋﾛｼ 神戸市役所 兵庫県 5:24:46

1644 1516 鈴木 章彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 岩見沢市立病院 札幌市 5:24:47

1645 1688 米谷 諭 ﾖﾈﾔ ｻﾄｼ 北海道開発局 留萌市 5:24:50

1646 1090 中島 和人 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 清水町 5:26:13

1647 2036 島添 優貴 ｼﾏｿﾞｴ ﾕｳｷ 東京都 5:26:19

1648 426 神武 和也 ｺｳﾀｹ ｶｽﾞﾔ ホノルル会 石川県 5:26:20

1649 1977 藤山 恵光 ﾌｼﾞﾔﾏ ｹｲﾐﾂ 千歳市 5:26:36

1650 1649 西川 守 ﾆｼｶﾜ ﾏﾓﾙ 帯広市 5:26:37
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1651 1704 片岡 正樹 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ 札幌市 5:26:38

1652 1668 竹中 亮輔 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｽｹ ろうきん 札幌市 5:26:54

1653 1741 藤井 栄次 ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ 札幌市 5:27:45

1654 1901 山本 諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 千歳市 5:27:51

1655 1188 若林 徹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 旭川神居東小 旭川市 5:27:55

1656 1709 大西 芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ ミイのおじさん 音更町 5:28:00

1657 1535 須田 信明 ｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 札幌市 5:28:10

1658 441 大久保 文彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾌﾐﾋｺ はやて走友会 青森県 5:28:12

1659 1607 国分 謙一 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 札幌市 5:28:14

1660 1833 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 向陽台らん 千歳市 5:28:30

1661 1612 渡部 勝 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾙ 江別市 江別市 5:28:36

1662 1754 戸来 隆幸 ﾍﾗｲ ﾀｶﾕｷ 札幌市 5:28:39

1663 1725 栗山 恵二 ｸﾘﾔﾏ ｹｲｼﾞ 札幌市 5:29:23

1664 1329 挽地 俊哉 ﾋｷﾁ ﾄｼﾔ グランド歯科 札幌市 5:29:43

1665 233 菊池 透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ ＴＩＡＴ 千葉県 5:30:01

1666 1174 伊川 開 ｲｶﾜ ｶｲ 新ひだか町 5:30:28

1667 1747 大垣 貴弘 ｵｵｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 厚真町 5:30:30

1668 1560 稲垣 一郎 ｲﾅｶﾞｷ ｲﾁﾛｳ 札幌市 5:31:09

1669 1386 池田 啓一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒場ランナーズ 音更町 5:31:10

1670 1467 遠藤 友樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:31:38

1671 1796 岡田 智成 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ 江別市 5:31:40

1672 1217 橋場 悠弥 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾔ フィーリスト 札幌市 5:31:55

1673 1814 中村 一行 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ ＰＣＯ 千歳市 5:32:06

1674 1334 吉川 博樹 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｷ 札幌市 5:32:24

1675 177 高野 達 ﾀｶﾉ ﾀﾂｼ ＨＢＡＲＣ 神奈川県 5:32:33

1676 1530 後藤 孝行 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ チームイッパチ 札幌市 5:32:36

1676 1683 石岡 尚之 ｲｼｵｶ ﾅｵﾕｷ こはるＲＣ 石狩市 5:32:36

1678 1586 藤田 宏人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ ＨＢＡ ＲＣ 江別市 5:33:03

1678 1728 鎌田 嘉人 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ ＨＢＡＲＣ 小樽市 5:33:03

1680 1521 土門 伸司 ﾄﾞﾓﾝ ｼﾝｼﾞ 札幌市 5:33:32

1681 1972 三上 達也 ﾐｶﾐ ﾀﾂﾔ 千歳市 5:33:36

1682 367 井上 貴至 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ Ｇ走遊会関西 奈良県 5:34:18

1683 313 谷内 力 ﾀﾆｳﾁ ﾁｶﾗ 愛知県 5:34:19

1684 1556 菊地 史朗 ｷｸﾁ ｼﾛｳ 札幌市 5:34:23

1685 1751 三宅 正文 ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ チームハンゾ 旭川市 5:34:24

1686 1476 山縣 真人 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 札幌市 5:34:41

1687 118 都丸 哲弘 ﾄﾏﾙ ﾃﾂﾋﾛ 東京都 5:35:34

1688 396 松本 譲二 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 香川県 5:35:58

1689 1667 尾崎 孝行 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 5:36:12

1690 1103 大関 貴史 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 5:36:16

1691 1547 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ ほくでんＲＣ 札幌市 5:36:58

1692 1253 菊地 勇介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ＯＲＫ 札幌市 5:37:26

1693 357 菅江 慶二 ｽｶﾞｴ ｹｲｼﾞ 日医ジョガーズ 大阪府 5:38:25

1694 1696 池田 孝司 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 屯田ブリザード 札幌市 5:38:41

1695 1474 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ チームぷっ 札幌市 5:39:03

1696 1674 小林 大造 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｿﾞｳ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:39:17

1697 1675 川村 一成 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 札幌市 5:39:28

1697 1427 菊地 力 ｷｸﾁ ﾁｶﾗ ９の会 札幌市 5:39:28

1699 1782 浦島 肇 ｳﾗｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 5:39:31

1700 1678 中村 茂樹 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ ドコデモドア 札幌市 5:39:35
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1700 1215 佐藤 久雄 ｻﾄｳ ﾋｻｵ ほくでん 札幌市 5:39:35

1702 1605 古屋 隆憲 ｺﾔ ﾀｶﾉﾘ ＮＪＳ 札幌市 5:39:47

1703 1968 水上 慎也 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾝﾔ 千歳市 5:40:03

1704 323 上田 義則 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 滋賀県 5:40:18

1705 1762 荻生 和敏 ｵｷﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ 旭川市 5:40:26

1706 1877 望月 理人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾄ 千歳市 5:40:30

1707 1685 伊藤 友紀 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 5:40:46

1708 1873 木村 宏徳 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 5:40:47

1709 1764 奥寺 順一 ｵｸﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 残雪会 札幌市 5:41:11

1710 363 森川 克寿 ﾓﾘｶﾜ ｶﾂﾄｼ 株式会社ミツワ 京都府 5:41:16

1711 1739 羽山 直芳 ﾊﾔﾏ ﾅｵﾖｼ ルネサンス平岸 札幌市 5:41:26

1711 1694 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:41:26

1713 187 松田 拓海 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 慶應義塾大学 神奈川県 5:41:29

1714 1629 上杉 和正 ｳｴｽｷﾞ ｶｽﾞﾏｻ ビルウェア 札幌市 5:41:40

1715 1480 今井 利雄 ｲﾏｲ ﾄｼｵ アイアンマン 札幌市 5:41:55

1716 1738 本谷 学 ﾓﾄﾔ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 5:42:15

1717 1573 大山 正裕 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ タケ 札幌市 5:42:17

1718 1542 小松 利雄 ｺﾏﾂ ﾄｼｵ 警友南～コナミ 札幌市 5:42:39

1719 1984 金山 善治郎 ｶﾅﾔﾏ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 金歳堂 千歳市 5:43:05

1720 1082 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 5:43:18

1721 1788 向井 洋平 ﾑｶｲ ﾖｳﾍｲ 札幌市 5:43:22

1722 1211 吉田 洋一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 開発工営社 江別市 5:43:26

1723 1731 三浦 健介 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:43:38

1724 1902 菅原 直人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ 千歳市 5:44:03

1725 1528 藤枝 聡 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 札幌市 5:44:33

1726 1112 畠山 和美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 札幌市役所 江別市 5:44:55

1727 1772 長谷 健吾 ﾊｾ ｹﾝｺﾞ （株）アルペン 旭川市 5:45:12

1728 1627 野原 正志 ﾉﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 5:45:40

1729 1059 土井 健志 ﾄﾞｲ ﾀｹｼ 札幌市 5:45:56

1730 110 梅澤 聡 ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾄｼ 生ビールの会 東京都 5:45:58

1731 115 飯泉 直邦 ｲｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｸﾆ 東京都 5:46:15

1732 1637 伊東 千隆 ｲﾄｳ ﾁﾀｶ 札幌市 5:46:16

1733 1532 大沼 秀次 ｵｵﾇﾏ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 札幌市 5:46:20

1734 1970 樋口 智幸 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 千歳市 5:47:25

1735 1050 山崎 恒 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ ルート６６ 帯広市 5:47:48

1736 1912 対馬 智哉 ﾂｼﾏ ﾄﾓﾔ 個人 千歳市 5:47:57

1737 1661 佐藤 正博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 旭川ガス 旭川市 5:48:16

1737 1711 粂田 正道 ｸﾒﾀ ﾏｻﾐﾁ 札幌市 5:48:16

1739 1763 石田 久晴 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾊﾙ 大東建託（株） 札幌市 5:48:37

1740 1706 大江 正見 ｵｵｴ ﾏｻﾐ おおえクラブ 札幌市 5:49:31

1741 1317 山村 満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ ＤＩＬ 恵庭市 5:49:37

1742 1710 高瀬 博 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 札幌市 5:49:43

1743 1792 山崎 ゆうすけ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 函館市 5:49:50

1744 1537 山口 則雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｵ ａｊ北海道 札幌市 5:49:56

1745 1733 水尻 定美 ﾐｽﾞｼﾘ ｻﾀﾞﾐ 札幌市 5:50:09

1746 1794 小幡 海斗 ｵﾊﾞﾀ ｶｲﾄ 札幌市 5:50:24

1747 1597 髙橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 5:50:32

1748 1581 菅原 謙二 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 札幌市 札幌市 5:50:34

1749 101 福留 隆 ﾌｸﾄﾒ ﾀｶｼ ＮＴＴＣＳＲＣ 東京都 5:50:37

1750 1732 川村 秀明 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ シンジェンタ 札幌市 5:50:50
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1751 1717 可香谷 淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 恵庭市 5:50:53

1752 1543 内田 哲史 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾌﾐ ＮＥＸＴ！ 札幌市 5:51:04

1753 1531 川田 卓司 ｶﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 札幌国際情報高 札幌市 5:51:05

1754 1944 武田 敏裕 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 千歳市 5:51:10

1755 1767 大久保 昭男 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷｵ 浦河町 5:52:23

1756 1698 川嶋 修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ ゆっくりーず 札幌市 5:52:29

1757 1787 斉藤 敏一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 札幌市 5:52:37

1758 2022 八木 翼 ﾔｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 千歳市 5:52:40

1759 1044 福岡 研三 ﾌｸｵｶ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 5:52:49

1759 364 堂前 直樹 ﾄﾞｳﾏｴ ﾅｵｷ 玉山会 京都府 5:52:49

1761 1730 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 札幌市 5:53:06

1762 1987 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 5:53:10

1763 1660 松本 正 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 北見市 5:53:34

1764 1971 原 明 ﾊﾗ ｱｷﾗ 千歳市 5:53:40

1765 1679 飯沼 美雪 ｲｲﾇﾏ ﾐﾕｷ 札幌市 5:53:44

1766 1559 竹内 隆次 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾂｸﾞ チ－ム北海道 札幌市 5:53:56

1767 1975 野坂 昌裕 ﾉｻﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 5:54:57

1768 1974 浜松 芳彦 ﾊﾏﾏﾂ ﾖｼﾋｺ 千歳市 5:54:58

1769 1969 大室 順一 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 千歳市 5:55:02

1770 114 三小田 幸治 ﾐｺﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 5:55:03

1771 1371 相原 清輝 ｱｲﾊﾞﾗ ｷﾖﾃﾙ 犬猫応援団 札幌市 5:55:10

1772 1659 福丸 文夫 ﾌｸﾏﾙ ﾌﾐｵ 札幌市 5:55:43

1773 413 伊藤 満智男 ｲﾄｳ ﾐﾁｵ 福岡県 5:55:51

1774 1553 小川 秀樹 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 5:55:55

1775 1340 入江 二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市役所 札幌市 5:56:43

1776 1270 児玉 博貴 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ 北見市 5:57:31

1777 1362 相馬 寿 ｿｳﾏ ﾋｻｼ 札幌市 5:57:50

1778 385 熊谷 直樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 兵庫県 5:59:10

1779 302 安藤 政規 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 6:02:18

1780 1332 中尾 修一 ﾅｶｵ ｼｭｳｲﾁ ＪＥＳＣＯ 室蘭市 6:03:31

1781 1680 大塚 勇作 ｵｵﾂｶ ﾕｳｻｸ 鹿児島中央ＡＣ 帯広市 6:04:23

1782 1098 持田 知樹 ﾓﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 札幌市 6:08:42

1783 465 宮﨑 康宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 6:33:27
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