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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

6 402 富田 繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 膝が痛いです 福岡県 2:37:31

7 1802 石川 勝敏 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ １１普連３中 千歳市 2:38:22

8 453 馬場 敦志 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 宮スマイル院長 札幌市 2:38:34

9 452 片山 裕太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 札幌市 2:40:37

10 462 柳沢 隼人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 遠軽町 2:40:45

11 2 島津 正孝 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾀｶ 東京陸協 東京都 2:42:18

12 459 渋谷 暁 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ ＲＵＮな人 旭川市 2:43:42

13 415 村上 尚良 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾌﾐ 熊本県 2:45:16

14 1803 板垣 洋平 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 東京陸協 千歳市 2:45:23

15 450 宮嶋 馨 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｵﾙ ゲミヤクラブ 札幌市 2:47:29

16 494 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾄ 北大消化器内科 札幌市 2:47:39

17 500 越智 哲夫 ｵﾁ ﾃﾂｵ 帯トラ 北見市 2:47:54

17 471 中南 智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 札幌市役所 札幌市 2:47:54

19 463 原 翔平 ﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 札幌市役所 札幌市 2:48:03

20 531 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 2:48:06

21 480 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

22 458 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

23 1999 村山 晃洋 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 航空自衛隊 千歳市 2:50:11

24 477 新山 秀一 ﾆｲﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 2:50:38

25 476 三崎 裕也 ﾐｻｷ ﾋﾛﾔ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 2:50:53

26 1809 坪内 貴臣 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｵﾐ 千歳市 2:51:06

27 457 渡辺 真浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 旭川市 2:51:22

28 481 平出 亘 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾜﾀﾙ 神宮外苑 札幌市 2:51:32

29 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

30 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

31 532 林崎 洋太 ﾘﾝｻﾞｷ ﾖｳﾀ 恵庭市 2:52:50

32 475 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

33 1804 島崎 昌敏 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 島．ＲＣ千歳 千歳市 2:54:34

34 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

35 283 清水 淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:55:04

36 593 佐藤 教人 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 2:55:26

37 489 相木 征宏 ｱｲｷ ﾏｻﾋﾛ ニッタイ旭川 旭川市 2:55:28

38 1812 坂本 康佳 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 作．ＡＣ北海道 千歳市 2:55:52

39 547 上田 英典 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 北広島市 2:56:21

40 541 永井 裕也 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾔ 中標津町 2:57:14

41 467 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

42 404 勝野 博史 ｶﾂﾉ ﾋﾛｼ 福岡県 2:58:16

43 1 喜多 芳久 ｷﾀ ﾖｼﾋｻ 東京都 2:58:39

44 455 中川 整 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 札幌市 2:59:04

45 641 和田 正樹 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ マイペース 苫小牧市 2:59:09

46 533 小澤 鉄也 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ チームのぼり坂 紋別市 2:59:10

47 1816 山本 智彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 静業 千歳市 3:00:02

48 613 神田 慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 札幌市 3:01:32

49 1826 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 千歳市 3:02:10

50 610 三品 裕太 ﾐｼﾅ ﾕｳﾀ 北見市 3:03:08
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51 561 吾妻 俊彦 ｱﾂﾞﾏ ﾄｼﾋｺ サウルスＪＰ 遠軽町 3:05:00

52 549 菅原 陵史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 3:05:05

53 447 渡邊 伸祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 小樽陸協 小樽市 3:05:32

54 558 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

55 598 鈴木 昌司 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ イブリジニー 登別市 3:06:26

56 328 一宮 光史 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｼ ＮＥＯクラフト 大阪府 3:06:41

57 527 藤井 啓之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｼ 新ひだか町 3:06:48

58 131 寺尾 洋人 ﾃﾗｵ ﾋﾛﾄ 神奈川県 3:06:50

59 580 中田 恭裕 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾛ 屯田なかた整骨 札幌市 3:07:02

60 917 佐藤 公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 札幌市 3:07:06

61 581 小林 博之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:07:23

62 512 鈴木 篤 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 北広島市 3:07:29

63 289 石崎 章浩 ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 3:07:35

64 485 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

65 557 中村 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 五稜会病院 札幌市 3:08:38

66 550 湊 博詞 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｼ イブリジニー 登別市 3:08:54

67 483 佐々木 昌人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ ＭＣＹＲ 恵庭市 3:09:01

68 575 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ ＹＳＡＣ 北見市 3:09:08

69 484 郷家 丈史 ｺﾞｳｹ ﾀｹｼ チームがまＦ 浦河町 3:09:25

70 327 川中 和幸 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 大阪陸協 大阪府 3:10:22

71 954 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

72 595 丸山 卓也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ プリズン網走 網走市 3:11:00

73 773 北谷 将文 ｷﾀﾔ ﾏｻﾌﾐ 砂川市 3:11:14

74 624 狩野 陽介 ｶﾉ ﾖｳｽｹ かの 札幌市 3:11:39

75 398 草場 実 ｸｻﾊﾞ ﾐﾉﾙ 高知県 3:12:12

76 625 安栗 美典 ﾔｽｸﾘ ﾖｼﾉﾘ ２３６ＲＣ 旭川市 3:12:34

77 405 楢木 善継 ﾅﾗｷ ﾖｼﾂｸﾞ クラブＲ２九州 福岡県 3:12:35

78 542 内田 道 ｳﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ 札幌市 3:13:05

79 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

80 510 山下 肇 ﾔﾏｼﾀ ﾊｼﾞﾒ ちばりよＲＣ 北広島市 3:13:30

81 1808 堀 仁志 ﾎﾘ ﾏｻｼ 千歳市 3:13:47

82 493 宇治 憲一郎 ｳｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ミカサＲＣ 三笠市 3:14:02

83 560 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ ＴＯＫＡＩ 札幌市 3:14:11

83 599 和田 崇 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 3:14:11

85 635 佐野 雄一 ｻﾉ ﾕｳｲﾁ ２ＢＦ 室蘭市 3:14:12

86 482 駒澤 昇吾 ｺﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 新ひだか町 3:14:24

87 1817 吉田 仁 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 千歳市 3:14:51

87 506 山名 高典 ﾔﾏﾅ ﾀｶﾉﾘ Ｌｉｎｄａ 札幌市 3:14:51

89 1813 高橋 勇貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 千歳市 3:14:54

90 758 多賀 克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ ノースウインド 釧路市 3:14:55

91 698 川村 幸逸 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｲﾂ 札幌市 3:15:42

92 895 保科 秀明 ﾎｼﾅ ﾋﾃﾞｱｷ 旭川市 3:16:03

93 9 笠原 光太郎 ｶｻﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 3:16:04

94 487 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

95 801 根城 健介 ﾈｼﾛ ｹﾝｽｹ 札幌市 3:16:46

96 709 衣原 潤一 ｺﾛﾓﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 帯広市 3:16:47

97 540 住田 喬哉 ｽﾐﾀ ﾀｶﾔ 北広島ＲＣ 北広島市 3:17:37

98 1832 安部 伸吾 ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 機甲砲兵 千歳市 3:18:03

99 675 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

100 530 中川 恭太 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳﾀ 札幌市 3:18:25
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101 21 荘司 正人 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 東京都 3:18:29

102 689 相澤 卓也 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 札幌市 3:18:31

103 193 秋田 洋明 ｱｷﾀ ﾋﾛｱｷ キッコーマン 千葉県 3:18:37

104 658 樽井 貴広 ﾀﾙｲ ﾀｶﾋﾛ 名寄調剤薬局 名寄市 3:18:41

105 740 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:18:47

106 1805 小出 文明 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐｱｷ 千歳市 3:18:48

107 1822 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:18:52

108 713 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ももラン 札幌市 3:19:11

109 668 中野 誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 根室市介護課長 根室市 3:19:20

110 1231 浦添 圭司 ｳﾗｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 伊達市 3:19:49

111 779 笹島 慎介 ｻｻｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 札幌市 3:19:56

112 28 榎本 尚 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵ 東京都 3:20:30

113 1141 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新十津川町 3:20:54

114 733 林 徹 ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ 帯広市 3:20:59

114 904 芳賀 拓也 ﾊｶﾞ ﾀｸﾔ 札幌市 3:20:59

116 576 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ そうちゃんず 札幌市 3:21:02

117 406 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

118 870 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

119 717 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

120 947 羽田 陽 ﾊﾀ ﾖｳ 札幌市 3:22:28

121 734 波岡 茂顕 ﾅﾐｵｶ ｼｹﾞｱｷ 釧路市 3:22:50

122 389 橋田 真志 ﾊｼﾀﾞ ﾏｻｼ 広島県 3:22:59

123 842 大川 裕樹 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 帯広市 3:23:04

124 787 杉原 和之 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 3:23:12

125 1835 鳴海 智弘 ﾅﾙﾐ ﾄﾓﾋﾛ 千歳市 3:23:18

126 795 樫山 亘浩 ｶｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 帯広市 3:23:29

127 707 石浦 真樹 ｲｼｳﾗ ﾏｻｷ 地下鉄駅員ＲＣ 札幌市 3:23:44

128 125 杉山 ヘンリー ｽｷﾞﾔﾏ ﾍﾝﾘｰ 東京都 3:23:51

129 775 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

130 535 大西 智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 3:24:20

131 1310 中尾 侑太 ﾅｶｵ ﾕｳﾀ 札幌市 3:24:25

132 1923 濱田 泰存 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 千歳市 3:24:43

133 12 藤澤 玲央 ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 東京陸協 東京都 3:24:47

134 789 諏訪 滋 ｽﾜ ｼｹﾞﾙ ﾆｾｺ町 3:24:50

135 937 坂田 智浩 ｻｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 橋本ＲＣ 札幌市 3:24:53

135 774 鬼頭 和義 ｷﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 新冠町 3:24:53

137 604 中野 靖弘 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 北見市 3:25:04

138 808 鎌田 聡 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ イブリジニー 洞爺湖町 3:25:06

139 822 宮川 和也 ﾐﾔｶﾜ ｶｽﾞﾔ イオン北海道 函館市 3:25:11

140 632 花田 啓祐 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ ウトナイ小 苫小牧市 3:25:46

141 197 荒井 孝宏 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 3:25:51

142 654 櫻井 純男 ｻｸﾗｲ ｽﾐｵ ファイザー 札幌市 3:26:02

143 39 菊田 淳司 ｷｸﾀ ｱﾂｼ 日本航空 東京都 3:26:15

144 1871 田島 義三 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 千歳市 3:26:25

145 585 柴原 雄樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:26:40

146 618 木村 悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 札幌市 3:26:47

147 43 近藤 正典 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 3:27:19

148 660 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

149 529 趙 大在 ﾁｮｳ ﾃｼﾞｪ 伊達市 3:27:26

150 815 紺野 智一 ｺﾝﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 札幌市 3:27:28
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151 785 笹森 純 ｻｻﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 札幌市 3:27:34

152 634 熊谷 智之 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾕｷ 留寿都村 3:27:38

153 621 小山 桂一 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁ ＪＲ石タカＡＣ 石狩市 3:27:41

154 725 菅原 賢二 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 岩見沢市 3:27:50

155 1955 河内 康治 ｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ 千歳市 3:28:03

156 368 林 恭平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 和歌山県 3:28:10

157 556 上野 浩 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 新琴似 札幌市 3:28:21

158 730 畠本 洋介 ﾊﾀﾓﾄ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:28:26

159 1830 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 島．ＲＣ千歳 千歳市 3:28:47

160 666 戸屋 直樹 ﾄﾔ ﾅｵｷ 旭川市 3:28:52

161 642 木村 朋路 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐﾁ 札幌市 3:28:55

162 676 畠山 正徳 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 3:28:59

163 73 野牧 源太 ﾉﾏｷ ｹﾞﾝﾀ 東京都 3:29:10

164 1905 奥寺 武 ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 千歳市 3:29:12

165 1218 中村 遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 札幌市 3:29:18

166 253 大亀 正斗 ｵｵｶﾒ ﾏｻﾄ 大和田５ＡＣ 埼玉県 3:29:21

167 423 中本 和樹 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 那覇バス（株） 沖縄県 3:29:42

168 746 西倉 宏昌 ﾆｼｸﾗ ﾋﾛﾏｻ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:30:10

169 806 上野 貴志 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 苫小牧市 3:30:25

170 553 内山 数貴 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:30:40

171 681 河口 直規 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ ＪＯＧＢＡＫＡ 札幌市 3:30:48

172 644 藤田 真澄 ﾌｼﾞﾀ ﾏｽﾐ ＪＲＭＣ 札幌市 3:31:39

173 20 周藤 貴一郎 ｼｭｳﾄﾞｳ ｷｲﾁﾛｳ ＪＡＬＲＣ 東京都 3:31:44

174 704 西村 重信 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 釧路市 3:31:49

175 823 飯島 康生 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｵ 道マラソンク 札幌市 3:32:00

176 1864 三木 伸二 ﾐｷ ｼﾝｼﾞ 千歳市 3:32:39

177 846 古町 英介 ﾌﾙﾏﾁ ｴｲｽｹ 登別市 3:32:44

178 626 伊藤 千宜 ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 札幌市 3:32:48

178 738 八鍬 義幸 ﾔｸﾜ ﾖｼﾕｷ 綾桜翔 網走市 3:32:48

180 759 田中 芳典 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 3:33:02

181 769 栗山 勇樹 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 平岸脳神経ＣＬ 札幌市 3:33:05

182 539 太田 達仁 ｵｵﾀ ﾀﾂﾋﾄ 北広島市 3:33:12

183 980 小柳 謙太郎 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:33:16

184 206 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

185 247 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ カタリナーズ 栃木県 3:33:24

186 1865 佐藤 幸徳 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 3:33:38

187 981 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

188 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

188 745 生野 貴之 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 帯広市 3:33:50

190 1842 城木 祐二 ｼﾛｷ ﾕｳｼﾞ 千歳市 3:33:51

191 696 近藤 昌夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ Ｍ・Ｒ・Ｃ 札幌市 3:34:04

192 802 斉藤 悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 札幌市 3:34:53

193 804 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 雄武町 3:35:02

194 291 平田 達也 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 愛知県 3:35:24

195 262 奈良林 修 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 埼玉県 3:36:02

196 867 佐藤 友助 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 札幌市 3:36:24

197 640 中澤 文彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 苫小牧市 3:36:35

198 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

199 136 平本 哲広 ﾋﾗﾓﾄ ｱｷﾋﾛ アビリティ 神奈川県 3:36:51

200 1095 堀野 宏一 ﾎﾘﾉ ｺｳｲﾁ チームぷっ 札幌市 3:37:04
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201 982 鹿内 俊一郎 ｼｶﾅｲ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 北見市 3:37:23

202 1914 磯貝 大介 ｲｿｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 千歳市 3:38:00

203 342 樋口 晃 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ 大阪府 3:38:13

204 946 今井 悦史 ｲﾏｲ ｴﾂｼ グッジョブ 札幌市 3:38:22

205 78 大畑 幸司 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 3:38:34

206 633 川村 悠介 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 登別市 3:38:36

207 2005 佐藤 道明 ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ ７Ｃ 千歳市 3:38:47

208 586 鍬形 忠光 ｸﾜｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾐﾂ 札幌市 3:38:51

208 2011 松岡 淳 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝ 空自千歳基地 千歳市 3:38:51

210 869 高本 武士 ﾀｶﾓﾄ ﾀｹｼ 札幌市 3:39:15

211 1070 樫山 博喜 ｶｼﾔﾏ ﾋﾛｷ かぶきんぐす 岩内町 3:39:23

212 375 上野 徳之 ｳｴﾉ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 3:39:35

213 1896 山澤 雅俊 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 千歳市 3:39:50

214 985 今 飛馬 ｺﾝ ﾋｭｳﾏ 恵庭市 3:39:56

215 589 片岡 哲郎 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:40:01

216 1836 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 千歳市 3:40:25

217 798 西長 直也 ﾆｼﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 旭川市 3:40:27

218 662 村田 啓児 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:40:31

218 2004 藤崎 秀人 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾄ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 3:40:31

220 1866 齋藤 岳人 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾄ 千歳市 3:40:40

221 14 宮本 正樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 3:41:01

222 1195 生富 陽二 ｲｸﾄﾐ ﾖｳｼﾞ 札幌市 3:41:19

223 780 草ヶ谷 達也 ｸｻｶﾞﾔ ﾀﾂﾔ 札幌市 3:41:24

224 271 村上 洋郎 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｵ 群馬県 3:41:39

225 1669 中堀 史浩 ﾅｶﾎﾘ ﾌﾐﾋﾛ 第７師団 恵庭市 3:41:43

226 34 山崎 恭兵 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 東京都 3:41:54

227 853 近藤 篤 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 札幌市 3:42:00

228 838 加藤 渉 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 余防 札幌市 3:42:10

229 538 八幡 雅浩 ﾔﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ ゆあみｓｔａ 恵庭市 3:42:49

230 900 大下 傑 ｵｵｼﾀ ｽｸﾞﾙ トヨタレンタ 函館市 3:43:05

231 837 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 苫小牧市 3:43:30

232 933 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

232 578 高橋 洋次 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ 札幌市 3:44:05

234 428 野内 正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ かえるかわうち 福島県 3:44:51

235 1890 横田 佑也 ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ 千歳市 3:44:55

236 1099 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 苫小牧市 3:44:58

237 920 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 北見市 3:45:01

238 1005 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 田畑塾 札幌市 3:45:04

239 844 佐藤 隼介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:45:13

240 1845 中村 祐司 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 千歳市 3:45:36

240 1131 古山 智 ﾌﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 江別市 3:45:36

242 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

243 956 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

244 1018 北川 隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 滝川市 3:45:57

245 201 一場 康晴 ｲﾁﾊﾞ ﾔｽﾊﾙ 千葉県 3:46:00

246 941 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ ハイブリッジ 札幌市 3:46:07

247 1264 沢内 佑也 ｻﾜｳﾁ ﾕｳﾔ 札幌市 3:46:21

248 1123 小林 勇樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 恵庭市 3:46:29

249 1106 柳谷 直樹 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵｷ 岩見沢市 3:46:33

249 963 今橋 栄次郎 ｲﾏﾊｼ ｴｲｼﾞﾛｳ 札幌市 3:46:33
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251 727 中山 央輝 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ ＪＲ北海道ＭＣ 北斗市 3:46:56

252 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

253 1857 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 千歳市 3:47:07

254 1045 山田 博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:47:10

255 667 古川 欣吾 ﾌﾙｶﾜ ｷﾝｺﾞ 札幌市 3:47:41

256 973 西村 泰史 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 橋本ＲＣ 札幌市 3:47:48

257 882 在原 洋平 ｱﾘﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 札幌市 3:48:04

258 619 佐藤 博昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:48:05

259 924 山本 賢二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 登別市 3:48:06

260 932 高橋 寛 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 道新八軒 札幌市 3:48:16

261 874 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

262 790 林 諭史 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 旭川市 3:48:43

263 16 細川 智則 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ ＡＤＲ 東京都 3:48:57

264 898 高塚 弘 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｼ 北海電工ＲＣ 小樽市 3:49:05

265 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

266 1611 土橋 祐一 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾕｳｲﾁ 日高町 3:49:13

267 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

268 524 山中 真 ﾔﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 小鍛冶組 札幌市 3:49:18

269 1200 塚原 洋 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:49:21

270 48 沖 晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 東京都 3:49:25

271 1321 富樫 伸介 ﾄｶﾞｼ ｼﾝｽｹ 赤井川村 3:49:26

272 1133 村上 雄大 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 別海町 3:49:38

273 1898 山本 真裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 3:49:48

274 1009 渡部 綾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ みかげ整骨院 札幌市 3:49:55

274 877 西 圭一郎 ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 帯広市 3:49:55

276 1021 宮崎 健悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 札幌市 3:50:04

277 1176 石野 直樹 ｲｼﾉ ﾅｵｷ ＲＴＴＤ 札幌市 3:50:06

278 1288 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 釧路市 3:50:18

279 1869 今井 健一郎 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千歳市 3:50:45

280 1049 遠藤 友樹弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 独りＪＡＰＡＮ 滝川市 3:50:54

281 1194 浜野 正幸 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ カレー部 苫小牧市 3:51:17

282 1062 猪俣 直哉 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ どんぐり 札幌市 3:51:22

283 53 阿部 貴明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ ＡＢＣ 東京都 3:51:36

283 849 早崎 雅彦 ﾊﾔｻｷ ﾏｻﾋｺ 稚内市 稚内市 3:51:36

285 753 浅川 芳男 ｱｻｶﾜ ﾖｼｵ 北見市 3:51:44

286 1456 徳村 善行 ﾄｸﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 恵庭市 3:51:46

287 1203 金田 和大 ｶﾈﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ＳＡＶＯＬＮＡ 恵庭市 3:52:01

288 1815 土見 宗一郎 ﾂﾁﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 千歳市 3:52:04

289 936 高橋 勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 苫小牧市 3:52:05

290 923 高井 望 ﾀｶｲ ﾉｿﾞﾑ 旭川市役所 旭川市 3:52:11

291 926 青木 祐太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ チーム琴似 帯広市 3:52:14

292 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

293 805 山田 佑介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大野記念病院 札幌市 3:52:44

294 1079 和泉 正希 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ ＴＥＡＭ－Ｇ 函館市 3:52:46

295 1846 佐々木 昇一 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ 千歳市 3:53:08

296 771 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

297 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

298 472 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ちばりよ～ 室蘭市 3:53:24

299 722 又坂 雅光 ﾏﾀｻｶ ﾏｻﾐﾂ 青道７年２組 当別町 3:53:48

300 1169 中嶋 和浩 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 当別町 3:53:56
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301 1091 上林 邦洋 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾋﾛ 苫小牧市 3:54:02

302 661 渡部 亮 ﾜﾀﾍﾞ ｱｷﾗ 札幌市 3:54:11

303 1228 五十嵐 公一 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｲﾁ 恵庭市 3:54:14

304 1800 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 日医ジョガーズ 札幌市 3:54:17

305 1071 山田 篤範 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 楽生会 旭川市 3:54:26

306 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

307 908 生出 学 ｵｲﾃﾞ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 3:54:47

308 718 伊藤 将文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 旭川市 3:54:48

309 331 齋藤 伸一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府 3:54:57

310 145 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:54:59

311 545 白戸 正人 ｼﾗﾄ ﾏｻﾄ シラパン 恵庭市 3:55:12

312 871 馬場 佳隆 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾀｶ 札幌白陵高校 札幌市 3:55:17

313 55 田中 善也 ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 東京都 3:55:18

314 940 佐藤 岳大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 大雪山ＴＲ 旭川市 3:55:27

315 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

316 865 折坂 昭寛 ｵﾘｻｶ ｱｷﾋﾛ 北海道新聞社 札幌市 3:56:17

317 1145 中島 悠雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｵ チーム朋子 札幌市 3:56:21

318 922 堀 哲郎 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 3:56:52

319 743 林 史裕 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾋﾛ ＪＳＷ室蘭ＲＣ 登別市 3:56:55

320 960 白浜 透 ｼﾗﾊﾏ ﾄｵﾙ 岩見沢市 3:56:56

321 770 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

322 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

322 1027 越前 智規 ｴﾁｾﾞﾝ ﾄﾓｷ 苫小牧市 3:57:24

324 464 藤田 太郎 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾛｳ 札幌市 3:57:25

325 1165 遠田 泰久 ｴﾝﾀ ﾔｽﾋｻ 新ひだか町 3:57:27

326 975 生水 克典 ｼｮｳｽﾞｲ ｶﾂﾉﾘ 札幌市 3:57:38

327 1895 田嶋 一介 ﾀｼﾞﾏ ｶﾂﾖｼ 千歳市 3:57:39

328 1127 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ アクト 札幌市 3:57:42

329 188 二本柳 陵介 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 3:57:43

330 893 小林 大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 札幌市 3:57:54

331 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

332 1522 北岡 直樹 ｷﾀｵｶ ﾅｵｷ 札幌市 3:58:05

333 1600 宮嶋 輝明 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾙｱｷ 札幌市 3:58:16

334 1318 井村 光孝 ｲﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ マンプク 札幌市 3:58:25

335 894 杉浦 徹 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 3:58:31

336 1870 梯 真彦 ｶｹﾊｼ ﾏｻﾄ 千歳市 3:58:32

337 1883 丹波 豊 ﾀﾝﾊﾞ ﾕﾀｶ 千歳市 3:58:34

338 1451 西谷 公一 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:58:50

339 150 岡部 洋 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:58:55

340 1894 小田桐 優輝 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｷ 千歳市 3:59:02

341 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

342 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

343 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

344 1403 秋山 潤吉 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷﾁ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 3:59:40

345 1953 高野 磨久 ﾀｶﾉ ﾐｶﾞｸ 千歳市 3:59:49

346 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

347 705 矢留 茂和 ﾔﾄﾒ ｼｹﾞｶｽﾞ 札幌市 4:00:11

348 750 三河 大祐 ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 苫小牧市 4:00:18

349 6521 志賀 紀之 ｼｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 4:00:50

350 1481 冨久尾 崇 ﾌｸｵ ﾀｶｼ 江別市 4:01:24
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351 614 阿部 匡樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 札幌市 4:01:38

352 886 本間 理央 ﾎﾝﾏ ﾘｵ 札幌市 4:01:45

353 54 田村 昌基 ﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 東京都 4:02:09

354 978 松本 羊宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 4:02:14

355 52 長谷部 壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 4:02:15

356 1143 小川 秋一 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ ＴＭＨ 石狩市 4:02:22

357 1249 西宮 禎宏 ﾆｼﾐﾔ ｻﾀﾞﾋﾛ 旭川市 4:02:25

358 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

359 1892 山中 貴史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 千歳市 4:03:14

360 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

361 1891 小林 武史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千歳市 4:03:20

362 203 豊田 敬介 ﾄﾖﾀﾞ ｹｲｽｹ 佐倉走る会 千葉県 4:03:29

363 1429 高田 雄平 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ マルハン 苫小牧市 4:03:45

364 884 佐野 忠士 ｻﾉ ﾀﾀﾞｼ 酪農学園大学 札幌市 4:03:49

365 990 橋本 健介 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ 北海道リース 札幌市 4:04:31

366 1577 水村 瞬 ﾐｽﾞﾑﾗ ｼｭﾝ 札幌市 4:04:37

367 1459 江田 直弘 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 札幌市 4:04:52

368 965 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 斗南病院 札幌市 4:04:55

369 1105 中谷 知記 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｷ ニセコ高校 ﾆｾｺ町 4:05:06

370 361 伊勢 伸二 ｲｾ ｼﾝｼﾞ 京都府 4:05:52

371 137 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

372 710 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ キロ８魂 札幌市 4:06:09

373 603 森本 恒 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｻｼ ぷモリモト薬局 札幌市 4:06:22

374 1278 小名 宏 ｺﾅ ﾋﾛﾑ ガードランナー 伊達市 4:06:30

375 518 原 慎一郎 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｒコンセプト 札幌市 4:06:45

376 986 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

377 2023 小下 修平 ｺｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 千歳市 4:07:04

378 1030 竹薮 番 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾊﾞﾝ 札幌市 4:08:07

379 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

380 382 二塚 慶介 ﾌﾀﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 兵庫県 4:08:23

381 918 中澤 篤 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 伊達市 4:08:29

382 1312 松原 琢磨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾏ 北海道銀行 室蘭市 4:08:31

383 672 赤山 哲久 ｱｶﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 日本チルド 恵庭市 4:08:37

384 1293 宮本 朗 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ ＲＵＮにゃーず 札幌市 4:08:46

385 1791 笠置 健二 ｶｻｷﾞ ｹﾝｼﾞ 恵庭市 4:08:51

386 702 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ＭＩＤＯＲＩ 恵庭市 4:09:34

387 984 長谷川 廣和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 札幌市 4:09:44

388 1354 黒瀧 勝也 ｸﾛﾀｷ ｶﾂﾔ 札幌市 4:09:58

389 1101 堀田 大介 ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ ＲＲＲＣ 札幌市 4:10:31

390 1356 三上 真秀 ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 札幌市 4:10:35

391 1196 法邑 誠 ﾎｳﾑﾗ ﾏｺﾄ 札幌市 4:11:02

391 38 田中 哲二 ﾀﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 東京都 4:11:02

393 811 畑 昌吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 下川ＲＣ 札幌市 4:11:13

394 1893 土井 真吾 ﾄﾞｲ ｼﾝｺﾞ ピンクオール 千歳市 4:11:28

395 1285 高津 直樹 ﾀｶﾂ ﾅｵｷ 札幌市 4:11:29

396 62 滝村 道明 ﾀｷﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 東京都 4:11:32

397 1097 檜 誠一郎 ﾋﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ ＨＮＴ 札幌市 4:12:00

398 69 寺西 廣記 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｷ 東京都 4:12:22

399 1015 植田 孝介 ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 4:12:24

400 1116 田中 拓 ﾀﾅｶ ﾀｸ 札幌市 4:12:42
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401 1220 前田 俊 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝ 旭川市 4:12:43

402 1121 柳内 充 ﾔﾅｲ ﾐﾂﾙ 札幌市 4:12:48

403 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

404 1242 大坂 昌功 ｵｵｻｶ ﾏｻﾖｼ 恵庭市 4:13:14

405 1439 成田 一雄 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞｵ 札幌市 4:13:15

406 929 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

407 1292 遠藤 浩行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:13:42

408 1033 林 孝彦 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ のりりんクラブ 札幌市 4:13:51

409 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

410 1119 江田 直樹 ｴﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 4:14:41

411 381 川野 貴史 ｶﾜﾉ ﾀｶｼ 兵庫県 4:14:42

412 205 三成 理 ﾐﾅﾘ ｵｻﾑ 千葉県 4:15:03

413 1628 三浦 雅彦 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋｺ チェバ神様 札幌市 4:15:14

414 1884 浅野 哲郎 ｱｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 千歳市 4:15:23

415 1004 木村 真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ リッツ 札幌市 4:15:47

416 432 中村 英人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ フィリップス 宮城県 4:16:03

417 1175 中井 康仁 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾄ 札幌市 4:16:11

418 888 榊 貴祐 ｻｶｷ ﾀｶﾋﾛ チームみる 札幌市 4:16:12

419 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

420 1642 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:16:16

421 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

422 1055 北村 公一 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 4:16:30

423 195 上田 琢磨 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉県 4:16:55

424 1287 菊池 宣匡 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ 苫小牧市 4:17:02

425 1247 増田 丈紀 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 札幌市 4:17:19

426 1024 小山内 信也 ｵｻﾅｲ ｼﾝﾔ ＬＩＸＩＬ 札幌市 4:18:11

427 1140 北嶋 潤 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 北広島市 4:18:12

428 1181 星 孝信 ﾎｼ ﾀｶﾉﾌﾞ たかのぶ走友会 札幌市 4:18:47

429 1297 田村 徹 ﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ ロングラン 函館市 4:18:58

430 897 子安 真吾 ｺﾔｽ ｼﾝｺﾞ ｍｅｉｊｉ 旭川市 4:19:05

431 1139 谷地 雄樹 ﾔﾁ ﾕｳｷ 砂川市 砂川市 4:19:12

432 209 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

433 1992 後藤 存 ｺﾞﾄｳ ﾀﾓﾂ 千歳市 4:19:15

434 1230 大重 勇一 ｵｵｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ 札幌市 4:19:26

435 409 手島 弘貴 ﾃｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 4:19:44

436 1847 田口 努 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 千歳市 4:19:57

437 939 阿部島 直哉 ｱﾍﾞｼﾏ ﾅｵﾔ ＫＲＣ 札幌市 4:20:02

438 1943 峯村 明宏 ﾐﾈﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千歳市 4:20:06

439 911 高谷 浩一 ﾀｶﾔ ｺｳｲﾁ 道央陸協 江別市 4:20:23

439 1299 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＲ塾 札幌市 4:20:23

441 1922 藤澤 明弘 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 千歳市 4:20:50

442 1907 時松 尚也 ﾄｷﾏﾂ ﾅｵﾔ 千歳市 4:21:15

443 1911 菅原 潤 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 緑が丘 千歳市 4:21:26

444 1841 岡崎 裕 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千歳市 4:21:46

445 1147 中島 和弘 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 4:22:08

446 1681 菊地 匠 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 帯広市 4:22:53

447 1306 金田 亘司 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 釧路市 4:23:21

448 684 小野 豊明 ｵﾉ ﾄﾖｱｷ ■大地と若葉■ 札幌市 4:23:27

449 1861 池上 武志 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ 千歳市 4:23:34

449 909 梶野 光寛 ｶｼﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 4:23:34
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451 1250 及川 孝司 ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ 北医療大病院 札幌市 4:23:51

452 1932 成田 和功 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 千歳市 4:23:53

453 1475 深谷 強 ﾌｶﾔ ﾂﾖｼ 札幌市 4:24:06

454 1915 福田 亮 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 千歳市 4:24:15

455 1437 後藤 英晴 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 札幌市 4:24:22

456 778 小高 公秀 ｺﾀﾞｶ ｷﾐﾋﾃﾞ 作．ＡＣ札幌 江別市 4:24:32

457 297 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ ＦＲ７５８ 愛知県 4:24:33

458 1840 野口 正樹 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ 千歳市 4:24:40

459 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

460 953 山本 淳 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 函館市 4:25:30

461 359 水野 将吾 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ 京都府 4:25:31

462 80 西脇 佑 ﾆｼﾜｷ ﾀｽｸ 東京都 4:25:45

463 1058 小野寺 良孝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 札幌市 4:25:46

464 223 土肥 誉士男 ﾄﾞﾋ ﾖｼｵ 千葉県 4:25:56

465 158 反町 竜也 ｿﾘﾏﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 4:26:02

466 1369 黒坂 征太郎 ｸﾛｻｶ ｾｲﾀﾛｳ 札幌市 4:26:05

467 403 大塚 公栄 ｵｵﾂｶ ｺｳｴｲ 福岡県 4:26:23

468 111 白鹿 博之 ｼﾗｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:26:46

469 1665 稲崎 新 ｲﾅｻﾞｷ ｱﾗﾀ 札幌市 4:26:51

470 353 東 俊行 ｱﾂﾞﾏ ﾄｼﾕｷ かっぱ 大阪府 4:26:54

471 58 千葉 祐幸 ﾁﾊﾞ ﾕｳｺｳ 東京都 4:27:05

472 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

473 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

474 1192 富沢 覚 ﾄﾐｻﾜ ｻﾄﾙ 滝川地区消防 赤平市 4:27:46

475 1402 福島 重仁 ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾋﾄ 苫小牧市 4:27:58

476 1916 佐藤 隆広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 4:28:09

477 1416 安田 径央 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾁｵ 札幌市 4:28:21

478 369 小山 稔 ｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ ＮＨ－ＤＩＡ 和歌山県 4:28:25

479 1614 横山 隆之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 札幌東高校 札幌市 4:28:37

480 1887 浅利 剛裕 ｱｻﾘ ﾀｹﾋﾛ ＹＭＣＴ 千歳市 4:28:39

481 1199 相馬 佳卓 ｿｳﾏ ﾖｼﾀｶ 北見市 4:28:44

482 1919 高田 将寛 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 4:28:58

483 169 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

484 748 久保 智史 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 4:29:24

485 1450 大木 拓磨 ｵｵｷ ﾀｸﾏ 札幌市 4:29:29

486 1347 佐藤 靖幸 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ ＯＲＫ 札幌市 4:29:38

487 1372 内海 大樹 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛｷ 札幌市 4:29:41

488 1672 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:29:47

489 1464 土井 博史 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ ＭＪ 札幌市 4:30:19

490 1514 大井 和裕 ｵｵｲ ｶｽﾞﾋﾛ 旭川市 4:30:22

491 1909 是澤 光俊 ｺﾚｻﾜ ﾐﾂﾄｼ 千歳市 4:30:32

492 1060 工藤 淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:30:48

493 212 高堰 智志 ﾀｶｾｷ ｻﾄｼ 千葉県 4:30:59

494 1440 石井 達也 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 陸上自衛隊 旭川市 4:31:13

495 1899 六鎗 俊昭 ﾑﾔﾘ ﾄｼｱｷ 陸上自衛隊 千歳市 4:31:54

496 1956 小美浪 琢也 ｺﾐﾅﾐ ﾀｸﾔ 航空自衛隊 千歳市 4:32:11

497 974 山田 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 江別市 4:32:25

498 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

499 1546 樋山 克明 ﾋﾔﾏ ｶﾂｱｷ 札幌市 4:33:20

500 366 原山 拓也 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 日医ジョガーズ 京都府 4:33:23
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501 1617 植村 尚貴 ｳｴﾑﾗ ﾅｵｷ 札幌市 4:33:34

502 728 吉本 直記 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 岩見沢市 4:33:35

503 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

504 1965 阿部 親 ｱﾍﾞ ｼﾝ 千歳市 4:34:03

505 1201 松本 裕二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:34:09

506 90 中田 瑛一 ﾅｶﾀﾞ ｴｲｲﾁ 東京都 4:34:36

507 1163 米田 宏紀 ﾖﾈﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 4:34:38

508 1448 油家 広光 ｱﾌﾞﾗﾔ ﾋﾛﾐﾂ 札幌市 4:34:55

509 1415 真子 純一 ﾏｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ 恵庭市 4:35:17

510 180 金子 基樹 ｶﾈｺ ﾓﾄｷ 神奈川県 4:35:34

511 2033 坂口 純一 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ Ｃｙｇｎｕｓ 千歳市 4:35:38

512 1904 大場 裕介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 魁！前田塾 千歳市 4:35:50

513 1910 早川 康志 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｼ 陸上自衛隊 千歳市 4:35:53

514 840 雨夜 博史 ｱﾏﾔ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 4:36:15

515 2038 山内 大輔 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:36:27

516 352 船尾 淳喜 ﾌﾅｵ ｱﾂｷ 大阪府 4:36:31

517 1398 藤田 和也 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 富良野市 4:36:34

518 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

519 1305 清水 恒輔 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 4:37:31

520 1625 長谷川 隆行 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 芦別市 4:38:00

521 685 昇 克幸 ﾉﾎﾞﾘ ｶﾂﾕｷ 札幌市 4:38:09

522 551 林 純史 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＩＧＨＲ 札幌市 4:38:11

523 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

523 384 竹内 裕一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 4:38:30

525 1838 奥山 雅仁 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 千歳市 4:38:31

526 1239 谷野 修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 日新化学研究所 苫小牧市 4:38:43

527 1712 島本 伊人 ｼﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ ＷｅｂＵｎｉｔ 恵庭市 4:39:04

528 1344 北島 幹士 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｷｵ ライテクＲＣ 札幌市 4:39:14

528 265 栗原 友和 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 4:39:14

530 1170 清藤 裕也 ｾｲﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 釧路市 4:39:17

530 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

532 1702 笠木 恵介 ｶｻｷ ｹｲｽｹ 苫小牧市 4:39:42

533 1489 岩崎 芳規 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 金富士酒場 札幌市 4:40:38

534 362 植苗 吉弘 ｳｴﾅｴ ﾖｼﾋﾛ ミツワ 京都府 4:40:54

535 1908 小泉 徳厚 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾘｱﾂ 千歳市 4:41:08

536 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

537 174 小永吉 進 ｺﾅｶﾞﾖｼ ｽｽﾑ 神奈川県 4:41:46

538 1523 松本 匡功 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾘ 北見市 4:41:58

539 1635 宇部 正信 ｳﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 4:42:38

539 166 計良 隆 ｹﾗ ﾀｶｼ ＴｅａｍＳ 神奈川県 4:42:38

541 1394 木村 修 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ 千歳ＲＣ 江別市 4:42:42

542 1517 原口 典人 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ おおすけ 札幌市 4:42:51

543 1786 難波 比呂志 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 4:43:14

544 1655 加賀 直人 ｶｶﾞ ﾅｵﾄ ＊～アスタリ 札幌市 4:43:32

545 335 久保 雄一 ｸﾎﾞ ﾕｳｲﾁ チーム飯盛山 大阪府 4:43:36

546 1233 野口 武昭 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｱｷ 札幌市 4:43:42

547 1566 野口 直哉 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 札幌市 4:43:55

548 1096 菅谷 昌浩 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾛ 稚内ＴＲＣ 稚内市 4:44:03

549 102 伊澤 正明 ｲｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 東京都 4:44:04

550 105 茂田 幸康 ｼｹﾞﾀ ﾕｷﾔｽ 東京都 4:44:07
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551 841 近藤 信太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 4:44:09

552 1587 松谷 直樹 ﾏﾂﾔ ﾅｵｷ 札幌市 4:44:29

553 1478 岡本 大輔 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:44:41

554 1658 鈴木 真 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 札幌市 4:44:44

555 688 後藤 晋平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ ＯＲＫ 札幌市 4:45:17

556 99 大西 完国 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｸﾆ 東京都 4:45:38

557 1639 沖山 義徳 ｵｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 更別村 4:45:58

557 1701 鳥倉 徳行 ﾄﾘｸﾗ ﾉﾘﾕｷ ルート６６ 中札内村 4:45:58

557 1426 遠山 栄毅 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:45:58

560 1930 小川 朝之 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ７ＡーＨ 千歳市 4:46:09

561 916 忠海 憲仁 ﾀﾀﾞｳﾐ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 4:46:14

562 964 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

563 127 大場 義行 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 4:46:21

564 1487 竹原 大輔 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:46:27

565 1316 清水 彬嗣 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 恵庭市 4:46:34

566 1952 廣長 孝晃 ﾋﾛﾁｮｳ ﾀｶｱｷ 千歳市 4:46:43

567 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

568 1844 伏根 勝志 ﾌｼﾈ ｶﾂｼ 千歳市 4:47:10

569 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

570 178 石井 勇太 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 神奈川県 4:47:18

571 1735 吉田 隆之 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:47:22

572 1094 吉田 勉幸 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ ヨシダ学舎 小樽市 4:47:33

573 1781 吉川 智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 釧路市 4:47:45

574 1520 村山 淳 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 元多摩 札幌市 4:48:16

575 1350 薄井 傑 ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 江別市 4:48:20

576 1848 平 四郎 ﾀｲﾗ ｼﾛｳ 千歳市 4:49:02

577 1529 山下 真弘 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 別海町 4:49:36

578 1756 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:50:21

579 1959 野辺地 公則 ﾉﾍｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 千歳市 4:50:27

580 682 梅田 康弘 ｳﾒﾀ ﾔｽﾋﾛ 滑登走 札幌市 4:50:39

581 1897 西河 琢 ﾆｼｶﾜ ﾀｸ 千歳市 千歳市 4:51:01

582 1652 大内 久敬 ｵｵｳﾁ ﾋｻﾀｶ 札幌市 4:51:18

583 1482 西 毅 ﾆｼ ﾀｹｼ らんらんくらぶ 札幌市 4:51:57

584 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

585 365 谷西 透 ﾀﾆﾆｼ ﾄｵﾙ 株式会社ミツワ 京都府 4:52:31

586 1653 柿脇 一穂 ｶｷﾜｷ ｶｽﾞﾎ 八雲町 4:52:41

587 1452 金岡 優樹 ｶﾅｵｶ ﾕｳｷ 札幌市 4:52:57

588 1505 松澤 靖 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼ 札幌市 4:53:49

589 1954 冷水 真 ﾋﾔﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 千歳市 4:54:03

590 901 田中 大 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 札幌市 4:54:06

591 1469 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 小林石材 北広島市 4:54:22

592 1343 山本 聡 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 北広島市 4:54:25

593 1409 高橋 勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ 凡人ＲＣ 深川市 4:55:13

594 988 堀内 暢人 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 4:55:18

595 1077 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 4:55:19

596 1284 河野 浩明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 4:55:22

597 1046 森 智希 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 帯広市 4:55:45

598 1934 内山 裕介 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ 千歳市 4:55:46

599 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

600 1941 佐藤 裕彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ 千歳市 4:56:02
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601 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

602 1960 影山 英明 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 千歳市 4:56:29

603 1283 廣川 貴志 ﾋﾛｶﾜ ﾀｶｼ 東川町 4:56:30

604 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

605 1261 丸山 友幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 4:57:20

606 97 渡部 篤史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 4:57:33

607 1964 加藤 恭生 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 清松内田組 千歳市 4:57:57

608 792 昆野 幸洋 ｺﾝﾉ ﾕｷﾋﾛ 札幌市 4:58:15

609 1962 山﨑 一樹 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 千歳市 4:58:16

610 1185 松岡 泰樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 4:58:17

611 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

612 183 福田 紀幸 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 4:58:50

613 1485 山下 浩正 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾏｻ 八雲町 八雲町 4:58:52

614 995 石丸 大輔 ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 4:58:53

615 1695 八幡 吉明 ﾔﾊﾀ ﾖｼｱｷ 札幌市 4:59:23

616 347 竹内 世蔵 ﾀｹｳﾁ ｾｲｿﾞｳ 大阪府 4:59:33

617 215 木村 岳弘 ｷﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ アイエヌオー 千葉県 4:59:38

618 355 門脇 正明 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｻｱｷ 大阪府 4:59:54

619 1488 根本 義則 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 5:00:07

620 797 坂森 誠 ｻｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 札幌市 5:00:32

621 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

622 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

623 226 右原 洋平 ｳﾊﾗ ﾖｳﾍｲ アべンジャーズ 千葉県 5:02:09

624 1723 吉田 功二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 自衛隊 札幌市 5:02:58

625 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

626 1670 沼田 剛幸 ﾇﾏﾀ ﾀｶﾕｷ 焼鶏館 札幌市 5:03:46

627 596 東原 光亮 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 札幌市 5:04:43

628 1624 嶋田 佳仁 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 新ひだか町 5:04:45

629 1574 秦 浩信 ﾊﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 5:05:29

630 1647 佐藤 洋介 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 札幌市 5:06:21

631 1917 外山 翔悟 ﾄﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 千歳市 5:06:54

632 1584 川上 達也 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ 函館市 5:07:13

633 1495 神馬 邦昭 ｼﾞﾝﾊﾞ ｸﾆｱｷ 札幌市 5:08:33

634 1973 本間 裕 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 千歳市 5:09:19

635 2014 山内 剛 ﾔﾏｳﾁ ｺﾞｳ 千歳市 5:11:06

636 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

637 1990 木暮 大樹 ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｷ 千歳市 5:11:53

638 1718 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ あすか製薬 札幌市 5:11:56

639 1595 渡部 貴大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩見沢市 5:12:00

640 1565 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 紋別中学校 紋別市 5:12:30

641 2026 瀬川 達也 ｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 千歳市 5:13:14

642 268 齊藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 埼玉県 5:13:33

643 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

644 1715 高田 穣需 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞｭｳ 札幌市 5:14:34

645 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

646 1232 五十嵐 卓広 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 5:16:46

647 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

648 1643 清田 知宏 ｾｲﾀ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市 5:17:50

649 1081 青山 茂樹 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞｷ 帯広市 5:18:41

649 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

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

フルマラソン男子３５～４９歳

Print: 2022/06/05 16:37:28 14 / 14 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 2030 濱﨑 浩二 ﾊﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 千歳市 5:20:19

652 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

653 227 岡田 成章 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 千葉県 5:21:42

654 852 可香谷 賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 札幌市 5:22:08

655 2012 清松 ゆきのぶ ｷﾖﾏﾂ ﾕｷﾉﾌﾞ 千歳市 5:22:09

656 1771 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 札幌市 5:22:44

657 1693 三浦 健太 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ そにまにあ 函館市 5:23:30

658 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

659 1405 原 省吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 札幌市 5:23:41

660 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

661 1090 中島 和人 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 清水町 5:26:13

662 1668 竹中 亮輔 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｽｹ ろうきん 札幌市 5:26:54

663 1901 山本 諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 千歳市 5:27:51

664 1747 大垣 貴弘 ｵｵｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 厚真町 5:30:30

665 1467 遠藤 友樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ ＯＮＩＲＵＮＳ 札幌市 5:31:38

666 1217 橋場 悠弥 ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾔ フィーリスト 札幌市 5:31:55

667 1814 中村 一行 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ ＰＣＯ 千歳市 5:32:06

668 177 高野 達 ﾀｶﾉ ﾀﾂｼ ＨＢＡＲＣ 神奈川県 5:32:33

669 1972 三上 達也 ﾐｶﾐ ﾀﾂﾔ 千歳市 5:33:36

670 118 都丸 哲弘 ﾄﾏﾙ ﾃﾂﾋﾛ 東京都 5:35:34

671 1103 大関 貴史 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 札幌市 5:36:16

672 1253 菊地 勇介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ＯＲＫ 札幌市 5:37:26

673 1782 浦島 肇 ｳﾗｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 5:39:31

674 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

675 1968 水上 慎也 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾝﾔ 千歳市 5:40:03

676 323 上田 義則 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 滋賀県 5:40:18

677 1873 木村 宏徳 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 千歳市 5:40:47

678 363 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

679 1694 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:41:26

680 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

681 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

682 1788 向井 洋平 ﾑｶｲ ﾖｳﾍｲ 札幌市 5:43:22

683 1902 菅原 直人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ 千歳市 5:44:03

684 1528 藤枝 聡 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 札幌市 5:44:33

685 1627 野原 正志 ﾉﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 5:45:40

686 1059 土井 健志 ﾄﾞｲ ﾀｹｼ 札幌市 5:45:56

687 115 飯泉 直邦 ｲｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｸﾆ 東京都 5:46:15

688 1050 山崎 恒 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ ルート６６ 帯広市 5:47:48

689 1661 佐藤 正博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 旭川ガス 旭川市 5:48:16

690 1792 山崎 ゆうすけ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 函館市 5:49:50

691 1543 内田 哲史 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾌﾐ ＮＥＸＴ！ 札幌市 5:51:04

692 2022 八木 翼 ﾔｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 千歳市 5:52:40

693 1730 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 札幌市 5:53:06

694 1987 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 5:53:10

695 1660 松本 正 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 北見市 5:53:34

696 1974 浜松 芳彦 ﾊﾏﾏﾂ ﾖｼﾋｺ 千歳市 5:54:58
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