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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

1 190 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

2 470 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

3 284 立花 則夫 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾘｵ 田原市 愛知県 2:51:38

4 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

5 501 渡会 雅明 ﾜﾀﾗｲ ﾏｻｱｷ 函館中部高校 函館市 2:53:31

6 491 鳥井 泰 ﾄﾘｲ ﾔｽｼ 道マラソンク 札幌市 2:55:44

7 591 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧気分走会 苫小牧市 2:56:54

8 274 宮澤 佳浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ すわっこＡＣ 長野県 2:57:34

9 488 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 室蘭市 2:57:57

10 1825 佐々木 雅明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 千歳市 2:58:01

11 516 松浦 明 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ スポ館ＲＣ 札幌市 2:58:12

12 469 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

13 8 角田 賢紀 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:59:21

14 513 久保 博嗣 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 2:59:23

15 132 西村 和則 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 3:00:16

16 526 鎌田 浩二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:01:22

17 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

18 460 後藤 則史 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ ちばりよ～ＲＣ 江別市 3:02:55

19 515 水江 伸夫 ﾐｽﾞｴ ﾉﾌﾞｵ エクセルＲＣ 札幌市 3:03:24

20 507 島田 真悟 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ５６ＲＣ 札幌市 3:03:27

21 503 前田 義久 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 登別小学校 登別市 3:04:00

22 504 阿部 雅司 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ 札幌市 3:04:20

23 498 藤島 和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 札幌市役所 札幌市 3:04:43

24 1829 田中 研一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ ほくとくん 千歳市 3:05:04

25 499 石尾 和紀 ｲｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ Ｒコンセプト 札幌市 3:06:15

26 275 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

27 572 柳瀬 英樹 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｷ 西神楽お達者Ｃ 旭川市 3:09:11

28 608 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

29 333 水本 圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 3:09:16

30 281 高木 直紀 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ 島田走飲会 静岡県 3:09:42

31 330 山田 圭一 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 大阪陸協 大阪府 3:10:33

32 629 小林 求 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾑ 恵み野病院 札幌市 3:10:37

33 582 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 3:10:54

34 473 大瀬 秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌エクセル 札幌市 3:12:02

35 502 加藤 明夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 砂川市立病院 砂川市 3:12:13

36 322 森本 剛 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹｼ 滋賀県 3:12:32

37 18 伊藤 忠弘 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 3:13:02

38 631 平井 要 ﾋﾗｲ ｶﾅﾒ ラン＆サウナー 恵庭市 3:13:27

39 436 菊谷 賢 ｷｸﾔ ﾏｻﾙ 青森県 3:13:31

40 568 黒澤 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ちばりよ～ＲＣ 札幌市 3:13:39

41 434 柴田 公久 ｼﾊﾞﾀ ｷﾐﾋｻ ニプロＡＣ 秋田県 3:15:06

42 683 吉見 憲和 ﾖｼﾐ ﾉﾘｶｽﾞ 恵庭市 3:15:16

42 636 佐藤 昌宏 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:15:16

44 525 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 斗南病院 札幌市 3:16:50

45 674 富山 英範 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌開建 札幌市 3:16:52

46 615 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:17:13

47 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

48 4 枝川 邦治 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｸﾆﾊﾙ ９０４関西 東京都 3:17:35

49 731 岩間 直樹 ｲﾜﾏ ﾅｵｷ 凹たれん隊 江別市 3:17:40

50 655 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
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51 577 米澤 博史 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛｼ プリズン網走 網走市 3:18:45

52 762 佐藤 雄大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 3:18:59

53 1821 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 千歳市 3:19:07

54 552 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ エクセルＲＣ 札幌市 3:19:58

55 588 竹谷 信徳 ﾀｹﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 恵庭市 3:20:11

56 135 八木 謙一郎 ﾔｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:21:05

57 126 阿部 哲晴 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾊﾙ ＫＭＣ 神奈川県 3:21:53

58 1827 工藤 和貴 ｸﾄﾞｳ ﾜｷ 千歳市 3:21:59

59 712 鈴木 智史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 札幌市 3:22:23

60 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

61 744 山中 啓正 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾏｻ エコランナー 札幌市 3:22:58

62 509 清宮 隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 北洋銀行 札幌市 3:23:01

63 777 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

64 961 浜野 静男 ﾊﾏﾉ ｼｽﾞｵ 根室ＳＡＣ 根室市 3:23:29

64 534 井下田 英樹 ｲｹﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:23:29

66 600 谷藤 弘知 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾛｻﾄ ＥＣＯ 南幌町 3:24:07

67 711 栗田 哲也 ｸﾘﾀ ﾃﾂﾔ 北ガス 札幌市 3:24:10

68 562 古内 一 ﾌﾙｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 札幌市 3:24:11

69 690 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

70 671 須田 伸 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市 3:24:42

71 237 前川 文彦 ﾏｴｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 茨城県 3:24:44

72 735 佐々木 慎治 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 函館市 3:24:51

73 719 神山 一哉 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 札幌市 3:25:26

74 622 市川 悟 ｲﾁｶﾜ ｻﾄﾙ 恵庭市 3:25:50

75 649 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

76 659 二本柳 昌哉 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾔ 札幌市 3:26:06

77 590 村山 保志人 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼﾄ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 3:26:18

78 715 渋谷 健二 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:26:24

79 764 角谷 悟史 ｶﾄﾞﾔ ｻﾄｼ 札幌市 3:26:56

80 652 小松 敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽骨髄バンク 小樽市 3:27:17

81 430 平野 寿謙 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ ＴＲＡＣＫ東京 宮城県 3:27:23

82 651 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

83 128 篠田 隆之 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:27:37

84 680 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

85 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

86 866 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ ＪＲ都市開発 札幌市 3:29:03

87 290 森田 正弘 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 3:29:04

88 872 武田 弘毅 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 岩見沢市 3:29:13

89 194 河野 健男 ｺｳﾉ ﾀﾂｵ 市川ＭＣ 千葉県 3:29:29

90 431 福田 利克 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｶﾂ 横浜緑走友会 宮城県 3:29:57

91 548 田辺 靖 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 札幌市 3:30:48

92 763 井澗 弘亘 ｲﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 3:32:51

93 627 井川 明 ｲｶﾞﾜ ｱｷﾗ 旭川市 3:32:57

94 293 谷澤 憲治 ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:33:22

95 287 本田 武史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 3:33:29

96 17 野村 隆 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 3:33:37

97 824 安田 高穂 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｵ 旭川市 3:33:54

98 836 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

98 749 大関 健司 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:33:56

100 647 杉本 章 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 上士幌町 3:34:04
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101 468 加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 真勇会 札幌市 3:34:10

102 729 塚原 孝巳 ﾂｶﾊﾗ ﾀｶﾐ 札幌市 3:34:21

103 791 清野 伸宏 ｾｲﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ マリンバンク 札幌市 3:34:24

104 1006 高崎 大 ﾀｶｻｷ ﾏｻﾙ 凸版印刷 札幌市 3:34:39

105 720 大上 克也 ｵｵｶﾞﾐ ｶﾂﾔ 鹿追町役場 鹿追町 3:34:56

106 639 米田 冬門 ﾖﾈﾀﾞ ﾌﾕﾄ 札幌エクセルＲ 札幌市 3:34:59

107 296 山本 政充 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ 愛知県 3:35:16

108 292 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

109 818 押切 英司 ｵｼｷﾘ ｴｲｼﾞ 札幌市 3:36:55

110 134 乾 隆政 ｲﾇｲ ﾀｶﾏｻ 横浜市陸協 神奈川県 3:37:21

111 569 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 作．ＲＵＮ 札幌市 3:37:31

112 1124 目黒 州 ﾒｸﾞﾛ ｼｭｳ 札幌市 3:37:40

113 294 神谷 洋 ｶﾐﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 3:38:07

114 620 関口 和則 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 恵庭市 恵庭市 3:38:32

115 653 岡 稔 ｵｶ ﾐﾉﾙ 旭川市 3:39:24

116 807 小林 則宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:39:36

117 887 道下 徹 ﾐﾁｼﾀ ﾄｵﾙ 札幌市 3:40:05

118 828 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

119 794 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 3:40:31

120 1304 米倉 浩司 ﾖﾈｸﾗ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:40:32

121 358 青木 亮 ｱｵｷ ｱｷﾗ ミツワＲＵＮ 京都府 3:40:41

122 543 大水 信幸 ｵｵﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市 3:41:00

123 766 池田 秀登 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 札幌市 3:41:10

124 1888 村上 義一 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｶｽﾞ 千歳市 3:41:40

125 687 大久保 直哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 帯トラ 恵庭市 3:41:47

126 903 梁田 宏明 ﾔﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ サロマンズ 札幌市 3:41:49

127 670 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

128 879 上坂 貴洋 ｳｴｻｶ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:42:18

129 899 佐野 博之 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:42:29

130 1130 八木 陽介 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:43:04

131 669 松井 久志 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 三菱電機 札幌市 3:43:20

132 1204 小林 寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ こばちりょ 札幌市 3:44:00

133 220 菊野 道生 ｷｸﾉ ﾐﾁｵ 千葉県 3:44:14

134 336 藤原 敏治 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾊﾙ 大阪府 3:44:36

135 339 上木 泰雅 ｳｴｷ ﾔｽﾏｻ 大阪府 3:44:41

136 584 藪中 晃宏 ﾔﾌﾞﾅｶ ｱｷﾋﾛ 士別市役所 士別市 3:44:47

137 931 宮本 慎也 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾔ ちゃん 厚真町 3:44:52

138 24 三上 弘高 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 東京都 3:45:08

139 861 雲野 明 ｳﾝﾉ ｱｷﾗ ビール飲み隊 岩見沢市 3:45:22

140 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

141 439 関 威 ｾｷ ﾀｹｼ 青森県 3:45:57

142 892 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

143 830 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

144 256 森田 勝彦 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾋｺ 埼玉県 3:46:48

145 958 中村 勝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 別海ＭＣ 別海町 3:46:51

146 1108 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 三建設備工業 東川町 3:46:53

147 883 白鳥 洋征 ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:47:01

148 424 長嶺 尚之 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾕｷ 沖縄県 3:47:10

148 33 山本 憲司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＥＮＥＡＲＣ 東京都 3:47:10

150 726 伊藤 友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 小樽市 3:47:13
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151 800 川西 悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 札幌市 3:47:32

152 1166 幌岩 雄二 ﾎﾛｲﾜ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:47:58

153 834 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

154 796 西 恭弘 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 日立造船ＭＡＤ 江別市 3:48:08

155 827 今西 繁 ｲﾏﾆｼ ｼｹﾞﾙ キャラサラ 旭川市 3:48:12

156 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

157 47 樋口 俊介 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 東京都 3:48:48

158 147 野崎 直行 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 3:48:55

159 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

160 153 嶋村 嘉高 ｼﾏﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:48:58

161 1013 間嶋 直樹 ﾏｼﾞﾏ ﾅｵｷ 札幌市 3:49:04

162 1080 岡 直人 ｵｶ ﾅｵﾄ 札幌市 3:49:12

163 902 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

164 1291 早川 哲也 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 札幌市 3:49:29

165 691 若槻 拓哉 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾔ ちばりよ～ＲＣ 北広島市 3:49:40

166 1863 松原 崇人 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶﾄ 千歳市役所 千歳市 3:49:42

167 664 宮澤 潤吉 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷﾁ 札幌市 3:49:44

168 942 高橋 一亜希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 北見 北見市 3:49:50

169 571 林 正次 ﾊﾔｼ ﾏｻｼﾞ 林治療整体院 札幌市 3:50:11

170 1438 遠藤 功 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ 網走市 3:50:17

171 1855 中ノ瀬 茂 ﾅｶﾉｾ ｼｹﾞﾙ 千歳市 3:50:30

172 695 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

173 813 窪田 正樹 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｷ あかつき歯科 釧路市 3:50:41

174 858 鈴木 昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:50:55

175 873 山元 浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 新ファミＲＣ 札幌市 3:50:57

176 864 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 札幌市 3:51:00

177 1115 上田 秀則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＵＥＤ 札幌市 3:51:25

178 264 赤尾 勝 ｱｶｵ ﾏｻﾙ 熊高軟庭部ＯＢ 埼玉県 3:51:30

179 1852 小出 恵一 ｺｲﾃﾞ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:51:33

180 1177 中村 琢郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｵ 札幌市 3:51:42

181 189 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

182 157 荻野 秀光 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ 神奈川県 3:52:06

183 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

184 140 道廣 直幹 ﾐﾁﾋﾛ ﾅｵｷ 神奈川県 3:52:34

185 373 高倉 禎 ﾀｶｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 3:52:47

186 154 金子 孝之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:52:50

187 706 森谷 純生 ﾓﾘﾔ ｽﾐｵ 札幌市 3:52:58

188 141 岩崎 健太郎 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:52:59

188 1309 藤川 志朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾛｳ 岩見沢市 3:52:59

190 44 上原 浩一郎 ｳｴﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:53:12

191 1853 児玉 雅彰 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｱｷ 千歳 千歳市 3:53:13

192 938 川村 昇司 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ ｆｒｕｎ 札幌市 3:53:20

193 2010 岩岡 政治 ｲﾜｵｶ ﾏｻﾊﾙ シグナス 千歳市 3:53:31

194 1029 世古 知巳 ｾｺ ﾄﾓﾐ ちぃむＫ 札幌市 3:53:38

195 623 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

196 148 萩原 誠嗣 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｲｼﾞ 神奈川県 3:54:08

196 555 星野 清統 ﾎｼﾉ ｷﾖﾉﾌﾞ 札幌市 3:54:08

198 42 鈴野 浩太郎 ｽｽﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 3:54:14

199 1012 松浦 英治 ﾏﾂｳﾗ ｴｲｼﾞ 石垣電材ＲＣ 札幌市 3:54:20

200 630 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
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201 812 平山 宏照 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾃﾙ 鹿追町役場 鹿追町 3:54:39

202 1650 三浦 功 ﾐｳﾗ ｲｻｵ 札幌病院 札幌市 3:54:50

203 344 立石 勉 ﾀﾃｲｼ ﾂﾄﾑ キリン 大阪府 3:55:03

204 255 宮川 信勇 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 3:55:24

205 1868 寺澤 正 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾀﾞｼ Ｓ．Ｐ．Ｍ 千歳市 3:55:27

206 1961 安在 豊 ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾀｶ 千歳市 3:55:30

207 1151 山口 秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 登別市 3:55:38

208 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

209 949 津田 史行 ﾂﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ 金富士酒場 札幌市 3:55:51

210 703 坂原 淳史 ｻｶﾊﾗ ｱﾂｼ 札幌市 3:56:11

211 537 山本 真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 雪華会 札幌市 3:56:12

212 857 時沢 武史 ﾄｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ 札幌市 3:56:28

213 57 小野木 義徳 ｵﾉｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:56:31

214 855 高田 訓 ﾀｶﾀ ｻﾄﾙ 耳鼻麻生病院 札幌市 3:56:39

215 1497 田澤 智美 ﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾖｼ 苫小牧市 3:56:41

216 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

217 1025 岩城 亮助 ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:56:51

218 747 乾 利幸 ｲﾇｲ ﾄｼﾕｷ ＲＹＯ太 札幌市 3:57:03

219 49 後藤田 朋伸 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾉﾌﾞ 東京都 3:57:07

220 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

221 833 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

222 972 橋本 一彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 橋本ＲＣ 札幌市 3:57:19

223 714 金子 磨志 ｶﾈｺ ｷﾖｼ 芦別高校 札幌市 3:57:40

224 337 濱田 裕之 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 3:57:41

225 860 品田 宣貴 ｼﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 札幌市 3:58:40

226 23 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 3:59:08

227 280 小柳 文尚 ｺﾔﾅｷﾞ ﾌﾐﾀｶ 静岡県 3:59:13

228 723 藤田 正和 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ レジーナ 札幌市 3:59:58

229 299 保母 朝孝 ﾎﾎﾞ ｱｻﾀｶ 愛知県 4:00:00

230 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

231 1352 萬年 宏之 ﾏﾝﾈﾝ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:00:19

232 1038 大竹 祐介 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ （株）竹山 札幌市 4:00:24

233 138 木村 直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 4:00:30

234 1084 丸山 寿幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 夢つべつ 美幌町 4:00:31

235 72 内田 英利 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ ゼロ 東京都 4:01:30

236 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

237 847 米野 薪 ｺﾒﾉ ｼﾝ 札幌市 4:01:47

238 1302 小暮 一之 ｺｸﾞﾚ ｶｽﾞﾕｷ 興和 釧路市 4:02:14

239 760 川村 武 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ オホーツク陸協 北見市 4:02:24

240 394 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

241 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

242 142 山田 清久 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾋｻ ｍｕｃ ＲＣ 神奈川県 4:03:05

243 1093 芳岡 直人 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾄ らいらっく 札幌市 4:03:08

244 1311 安部 直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ 登別市 4:03:14

245 61 深澤 洋 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｼ 第一三共陸上部 東京都 4:03:21

246 35 佐藤 詠司 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ しぶ走会 東京都 4:03:30

247 736 岡 譲 ｵｶ ﾕｽﾞﾙ ビール飲み隊 美唄市 4:03:34

248 1346 渡部 智博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 音更町 4:04:07

249 987 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ＲＵＮー札幌 札幌市 4:05:06

250 1280 佐澤 陽 ｻｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 帯広厚生病院 札幌市 4:05:41
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251 945 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

252 1191 多田 圭介 ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 4:06:17

253 316 中島 康行 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾕｷ 岐阜県 4:07:05

254 1154 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 旭川市役所 旭川市 4:07:13

255 1274 山田 秀剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 江別市 4:07:29

256 1259 山科 篤 ﾔﾏｼﾅ ｱﾂｼ チームからふる 札幌市 4:07:33

257 377 石河 敏司 ｲｼｶﾜ ﾄｼｼﾞ 兵庫県 4:08:07

258 1384 畠山 剛 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾂﾖｼ 伊達ＡＮ 伊達市 4:08:11

259 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

260 1296 長尾 勝 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾙ 札幌市 4:08:47

261 994 松本 善之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 札幌市 4:08:48

262 609 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

263 204 大竹 富治 ｵｵﾀｹ ﾄﾐﾊﾙ 千葉県 4:09:09

264 751 吉岡 和彦 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 錦戸塗料店 札幌市 4:09:14

265 1144 西島 進一 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 江別市 江別市 4:09:29

266 149 大場 雄二郎 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 4:09:52

267 756 大谷 典生 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｵ 札幌市 4:10:03

268 1951 森 輝美智 ﾓﾘ ﾃﾙﾐﾁ ２空団監理部 千歳市 4:10:33

269 891 山中 郁仁 ﾔﾏﾅｶ ｲｸﾋﾄ ＪＲ札幌病院 札幌市 4:10:34

270 876 児玉 哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 札幌市 4:10:40

271 139 鈴木 安信 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 4:10:41

272 1666 奥山 和伸 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 苫小牧市 4:10:49

273 1254 南 克彦 ﾐﾅﾐ ｶﾂﾋｺ ラポートケア 網走市 4:11:01

274 1707 細川 恒平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 西松建設 札幌市 4:11:05

275 295 西村 哲成 ﾆｼﾑﾗ ﾃｯｾｲ 愛知県 4:11:29

276 1224 滝沢 信喜 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｷ 小樽市 4:11:31

277 1594 櫻場 弘樹 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾛｷ クボタ 旭川市 4:11:41

278 1351 上野 秀実 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞﾐ 札幌市 4:11:42

279 1499 市村 健 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹｼ 釧路市 4:12:11

280 200 藤岡 高 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ 千葉県 4:12:13

281 1186 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:12:15

282 998 島田 敦夫 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 松田整形外科 札幌市 4:12:26

283 1430 阿部 弘亨 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ ＡＲＣ４０ 余市町 4:12:58

284 1967 小方 克宏 ｵｶﾞﾀ ｶﾂﾋﾛ 南恵庭Ｇ 千歳市 4:13:06

285 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

286 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

287 1014 米澤 公明 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾐｱｷ ＨＬ北海道 札幌市 4:14:13

288 196 小口 新一郎 ｵｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 4:14:43

289 1214 磯部 賢一 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 札幌市 4:14:51

290 1388 坂下 政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 幕別町 4:15:13

291 248 岡 裕人 ｵｶ ﾋﾛﾄ 栃木県 4:15:42

292 1441 佐竹 元一 ｻﾀｹ ﾓﾄｶｽﾞ 白馬荒鷲 恵庭市 4:17:04

293 1920 林 伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 千歳市役所 千歳市 4:17:17

294 210 梶 達雄 ｶｼﾞ ﾀﾂｵ 千葉県 4:17:19

295 686 小野 明裕 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 札幌市 4:17:24

296 1320 尾西 義夫 ｵﾆｼ ﾖｼｵ ＴＫＢ 札幌市 4:17:31

297 889 秋元 正人 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ 札幌市 4:18:08

298 286 野末 洋 ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｼ 庄内ＲＴ 愛知県 4:18:25

299 84 上野 暁 ｳｴﾉ ｻﾄﾙ 東京都 4:18:35

300 979 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

2022/06/05



第42回千歳JAL国際マラソン

フルマラソン男子５０～５９歳

Print: 2022/06/05 16:37:48 7 / 12 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

301 1171 二見 和則 ﾌﾀﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 4:18:51

302 1378 大原 徹 ｵｵﾊﾗ ﾄｵﾙ 防衛省 北広島市 4:19:14

303 243 宮川 家導 ﾐﾔｶﾜ ｶﾄﾞｳ 茨城県 4:19:28

304 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

305 1301 坂野 伸治 ｻｶﾉ ｼﾝｼﾞ めめ 札幌市 4:19:45

306 1406 山田 寿 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｼ 北海道銀行 札幌市 4:20:05

307 379 塚本 陽一 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 兵庫県 4:20:28

308 752 武田 一宏 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 常呂町農協 北見市 4:20:31

309 741 原 和範 ﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ リノモーター 札幌市 4:21:34

310 79 日比野 昌久 ﾋﾋﾞﾉ ｱｷﾋｻ 東京都 4:22:05

311 168 高橋 禎一郎 ﾀｶﾊｼ ﾃｲｲﾁﾛｳ ＮＥＣ 神奈川県 4:22:12

312 300 高梨 真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ 愛知県 4:22:16

313 429 鈴川 寿康 ｽｽﾞｶﾜ ﾄｼﾔｽ 愛情一本 福島県 4:22:59

314 943 向原 強 ﾑｺｳﾊﾗ ﾂﾖｼ ＧＡＮＴＯ８６ 北広島市 4:23:26

315 962 倉重 勲 ｸﾗｼｹﾞ ｲｻｵ 札幌禎心会病院 札幌市 4:23:41

316 221 田中 洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 大自然 千葉県 4:23:56

317 914 中野 泰男 ﾅｶﾉ ﾔｽｵ 北広島市 北広島市 4:24:34

318 1889 時田 夕起夫 ﾄｷﾀ ﾕｷｵ 旭ランナーズ 千歳市 4:24:54

319 1921 栗橋 哲朗 ｸﾘﾊｼ ﾃﾂﾛｳ 千歳市 4:25:03

320 1613 内藤 猛 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼ ＢＲＣ 札幌市 4:25:22

321 37 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ ぷっ 東京都 4:25:29

322 1240 藤枝 純一 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:25:32

323 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

324 412 河野 敏彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 福岡県 4:26:33

325 1042 東 公久 ﾋｶﾞｼ ｷﾐﾋｻ 恵庭市 4:26:38

326 1663 春日 昇 ｶｽｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ 札幌市 4:26:39

326 425 萩原 雅広 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 福井県 4:26:39

328 1213 高橋 正美 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐ イバヤシ 留萌市 4:27:22

329 930 冨岡 充紀 ﾄﾐｵｶ ﾐﾂﾉﾘ 苫小牧市 4:27:27

330 1401 葛西 仁 ｶｻｲ ﾋﾄｼ 札幌走ろう会 札幌市 4:27:30

331 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

332 1748 北道 久昭 ｷﾀﾐﾁ ﾋｻｱｷ 自衛隊 新ひだか町 4:28:00

333 1758 目谷 要介 ﾒﾔ ﾖｳｽｹ 札幌市 4:28:22

334 306 坂本 光 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 愛知県 4:28:38

335 1779 福田 康夫 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｵ ニポポ◆ＲＣ 札幌市 4:28:40

336 1408 酒谷 靖久 ｻｶﾀﾆ ﾔｽﾋｻ 札幌市 4:28:50

337 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

338 1872 平井 秀一 ﾋﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 千歳市 4:28:55

339 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

340 1360 木村 輝 ｷﾑﾗ ﾃﾙ ウィンドワード 札幌市 4:29:05

341 1938 小川 真 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ダイナックス 千歳市 4:29:13

342 1374 後藤 昌和 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 4:29:17

343 74 泉 貴之 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:29:40

344 85 吉田 光男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京都 4:29:43

345 1265 佐々木 未来 ｻｻｷ ﾐｷ 札幌市 4:29:46

346 216 堀尾 慶彦 ﾎﾘｵ ﾖｼﾋｺ 石中一期ＹＰ 千葉県 4:30:31

347 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

347 1447 大友 博喜 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛｷ 札幌市 4:30:42

349 1257 星 伸昭 ﾎｼ ﾉﾌﾞｱｷ 札幌市 4:31:03

350 934 清水 敏昭 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 札幌市 4:31:47
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351 76 松野 賢一 ﾏﾂﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:32:12

352 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

353 1017 菅原 正樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 札幌市 4:32:40

354 410 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県 4:32:42

355 1463 新井 暁 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 札幌市 4:32:46

356 1125 大場 隆 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 王子製紙ＡＣ 苫小牧市 4:32:47

357 1834 川道 正次 ｶﾜﾐﾁ ｼｮｳｼﾞ 千歳市 4:32:55

358 694 増田 明 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 4:33:03

359 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

360 1040 遠山 政典 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 4:33:30

361 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

362 116 松村 司 ﾏﾂﾑﾗ ﾂｶｻ 東京都 4:34:16

363 1136 片岡 史知 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾊﾙ 帯広市 4:34:30

364 814 石川 幸一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ Ｂｙホリデイ 札幌市 4:34:39

365 171 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

366 1335 小林 貴行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 札幌市 4:35:06

367 742 小原 登 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 札幌市 4:35:11

368 219 最上 拓児 ﾓｶﾞﾐ ﾀｸｼﾞ 千葉県 4:35:16

369 108 近藤 功治 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 東京都 4:35:24

370 1422 渡部 琢磨 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾀｸﾏ 札幌市 4:35:29

371 1164 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 江別市 4:35:31

372 1575 米原 晋一 ﾖﾈﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 札幌市 4:36:21

373 1425 今野 勇 ｺﾝﾉ ｲｻﾑ 札幌市 4:36:23

374 388 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

375 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

376 1417 齊藤 文彦 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ ＫＩＫＯＬＥＧ 札幌市 4:36:59

377 75 葛谷 直規 ｸｽﾞﾔ ﾅｵｷ チーム腹八分 東京都 4:37:37

378 1395 本川 志郎 ﾓﾄｶﾜ ｼﾛｳ 北海道いすゞ 札幌市 4:37:40

379 1349 南間 拓人 ﾅﾝﾏ ﾀｸﾄ 札幌市 4:38:12

380 1180 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ Ｄｏｃｏｎ 札幌市 4:38:21

381 1458 伊藤 信吾 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 長沼町 4:38:28

382 92 梶谷 哲彦 ｶｼﾞﾔ ﾃﾂﾋｺ 東京都 4:38:57

383 1149 目時 康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 4:39:02

384 1183 小西 亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別市 4:39:07

385 1031 久守 忠信 ﾋｻﾓﾘ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ ＳＦＡ 札幌市 4:39:20

386 1644 高橋 裕二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 札幌市 4:39:45

387 279 見崎 信悟 ﾐｻｷ ｼﾝｺﾞ だえんＲＦＣ 静岡県 4:39:58

388 1393 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 小樽市役所 小樽市 4:40:02

389 1477 澤田 真樹 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｷ ＫＤＤＩ 札幌市 4:40:20

390 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

391 1744 植田 弘美 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 酪農学園大学 江別市 4:40:48

392 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

393 1942 佐藤 竹彦 ｻﾄｳ ﾀｹﾋｺ シンプロ 千歳市 4:41:42

394 1107 笠原 慎 ｶｻﾊﾗ ｼﾝ 札幌市 4:41:51

395 1126 加茂 忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 音更町 4:41:59

396 1484 林 正憲 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 札幌北高校 札幌市 4:42:21

397 419 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

398 1087 宮田 佳幸 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾕｷ 札幌開成中等 札幌市 4:43:17

399 832 藤枝 貴範 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 4:43:32

400 162 植田 幸男 ｳｴﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 4:43:43
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401 175 須藤 正喜 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｷ のんでらーず 神奈川県 4:43:48

402 240 大貫 智之 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾕｷ セイチーズ 茨城県 4:43:50

403 1324 手小 達敬 ﾃｺ ﾀﾂﾉﾘ 月刊クォリティ 札幌市 4:44:15

404 155 守田 一也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 4:44:19

405 1376 副島 充芳 ｿｴｼﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ 札幌市 4:44:21

406 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

407 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

408 1551 田仲 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 札幌市 4:45:39

409 1263 布施 博康 ﾌｾ ﾋﾛﾔｽ 弟子屈町 4:46:04

409 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

411 159 田中 慶 ﾀﾅｶ ｹｲ ＪＡＬトラ 神奈川県 4:46:07

412 1854 諸江 政博 ﾓﾛｴ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 4:46:20

413 70 舩井 康伸 ﾌﾅｲ ﾔｽﾉﾌﾞ ピーチ 東京都 4:46:56

414 1400 黒丸 鉄男 ｸﾛﾏﾙ ﾃﾂｵ 北見市 4:46:59

415 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

416 793 瀧上 馨 ﾀｷﾉｳｴ ｶｵﾙ 札幌市 4:47:07

417 176 小沢 智幸 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 4:47:21

418 1490 大塚 英幸 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＡＬＫ 北広島市 4:47:26

419 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

420 1160 藤澤 寿志 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｻｼ ドーコン 札幌市 4:47:50

421 1924 柳瀬 力 ﾔﾅｾ ﾂﾄﾑ 千歳市 4:47:53

422 305 伊藤 学 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 丸敬ランナーズ 愛知県 4:48:11

423 1363 安達 賢二 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ ＨＢＡ ＲＣ 江別市 4:48:21

424 1129 神原 篤 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 膝ボルト 苫小牧市 4:48:29

425 156 登澤 剛 ﾄｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 4:48:51

426 103 岩見 聡 ｲﾜﾐ ｻﾄｼ クレスコ 東京都 4:48:57

427 1483 木村 健史 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 札幌市 4:49:04

428 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

429 242 菊池 利之 ｷｸﾁ ﾄｼﾕｷ 世矢Ｊ＆Ｊ 茨城県 4:49:58

430 1989 石井 克佳 ｲｼｲ ｶﾂﾖｼ 千歳市 4:50:57

431 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

432 184 岩澤 利男 ｲﾜｻﾜ ﾄｼｵ 神奈川県 4:51:09

433 1052 久保田 修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ ＴＥＡＭジンパ 札幌市 4:51:32

434 1373 福田 誠治 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ エフテック 札幌市 4:51:44

435 81 金澤 慎一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ ＪＲＡ 東京都 4:51:48

436 1279 大舘 牧 ｵｵﾀﾞﾃ ﾏｷ 札幌市 4:52:07

437 343 杉田 正文 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 大阪府 4:52:28

438 1414 照井 芳明 ﾃﾙｲ ﾖｼｱｷ ＡＲＣ４０ 余市町 4:52:33

439 36 川上 正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京陸協 東京都 4:52:45

440 1446 大熊 洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:52:46

441 1428 下田 健太郎 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 京極町 4:53:33

442 944 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

443 1020 宮下 敦司 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 大和技建 札幌市 4:53:49

444 1726 竹元 直樹 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 恵庭市 4:54:02

445 1333 松本 卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 札幌市 4:54:06

446 260 焼田 真司 ﾔｷﾀ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 4:54:13

447 1606 南部 英則 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＪＯＹＦ富良野 札幌市 4:54:18

448 1237 旭 裕輝 ｱｻﾋ ﾋﾛｷ チーム朝顔 旭川市 4:54:47

449 1646 藤原 洋一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｲﾁ 札幌市 4:55:07

450 1472 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ サザン応援団 札幌市 4:55:08
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451 1383 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 札幌市 4:55:28

452 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

453 1037 西亦 隆 ﾆｼﾏﾀ ﾀｶｼ 札幌市 4:56:16

454 1462 高田 雅典 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 4:56:42

455 202 堀 弘人 ﾎﾘ ﾋﾛﾄ ＡＲＳ 千葉県 4:57:11

456 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

457 1206 野月 洸一 ﾉﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ ＣＯＺＹＪＯＹ 札幌市 4:58:02

458 1677 太田 祐治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 広尾走ろう会 広尾町 4:58:26

459 25 梶川 喜弘 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:58:50

460 1315 加藤 彰 ｶﾄｳ ｱｷﾗ カミヤマ倶楽部 函館市 4:59:01

461 1092 森 久夫 ﾓﾘ ﾋｻｵ スキヤキ塾 新ひだか町 4:59:02

462 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

463 1699 樋浦 瞬 ﾋｳﾗ ｼｭﾝ 愛里苑 札幌市 5:00:42

464 1500 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＨＢＡＲＣ 石狩市 5:01:20

465 354 大守 茂広 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 大阪府 5:01:27

466 708 田村 伸也 ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 当別町 5:01:52

467 160 加藤 俊郎 ｶﾄｳ ﾄｼﾛｳ ランですかい 神奈川県 5:02:09

468 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

469 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

470 1708 前川 健二 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 装苑 恵庭市 5:02:44

471 312 小出 滋久 ｺｲﾃﾞ ｼｹﾞﾋｻ 愛知県 5:03:03

472 121 宮崎 圭次 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 東京都 5:03:04

473 164 大治 啓 ｵｵﾊﾙ ｹｲ 神奈川県 5:03:15

474 1676 白井 直樹 ｼﾗｲ ﾅｵｷ 北海道ガス 札幌市 5:03:23

475 387 岡橋 正 ｵｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 5:03:50

476 1615 駒谷 敏 ｺﾏﾀﾆ ｻﾄｼ 長沼町役場 長沼町 5:04:27

477 1339 徳重 義勝 ﾄｸｼｹﾞ ﾖｼｶﾂ 富士通 江別市 5:04:43

478 1657 高澤 昌憲 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ オリ白ＲＣ 札幌市 5:05:04

479 257 吉橋 孝尚 ﾖｼﾊｼ ﾀｶﾋｻ 秩父鉄道労組 埼玉県 5:05:30

480 739 田中 康平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ ＯＲＫ 札幌市 5:05:31

481 122 服部 達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 5:05:45

482 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

483 2031 安倍 匠 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｸﾐ キヨキヨ団 千歳市 5:07:42

484 1524 大市 恭史 ｵｵｲﾁ ﾔｽﾌﾐ ＳＲＨ２０１５ 江別市 5:08:19

485 1563 櫻田 卓 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ 六華ランナーズ 札幌市 5:08:54

486 1525 中西 創 ﾅｶﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 帯広市 5:09:06

487 1750 浦崎 真 ｳﾗｻｷ ﾏｺﾄ 札幌市 5:09:58

488 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

489 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

490 67 中村 裕亮 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 陸上自衛隊 東京都 5:11:02

491 1564 千葉 正彦 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋｺ 札幌市 5:11:38

492 1069 笹枝 大展 ｻｻｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 5:11:54

493 112 中田 義明 ﾅｶﾀ ﾖｼｱｷ 東京都 5:12:13

494 308 佐藤 彰秀 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 愛知県 5:13:13

495 311 松井 徹 ﾏﾂｲ ﾄｵﾙ 愛知県 5:14:44

496 1549 佐藤 邦昭 ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ 札幌市 5:14:47

497 263 池田 雅弘 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 5:15:23

498 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

499 1957 矢部 博明 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 千歳市 5:15:56

500 106 宮本 邦彦 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 東京都 5:16:29
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501 1682 北野 貴士 ｷﾀﾉ ﾀｶｼ 札幌市 5:17:03

502 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

503 218 屋良 ゆう ﾔﾗ ﾕｳ 千葉県 5:17:10

504 1161 天満 三樹 ﾃﾝﾏ ﾐｷ 札幌市 5:17:15

505 1740 池谷 政良 ｲｹﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 札幌市 5:17:22

506 1544 高木 浩 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 5:17:45

507 414 樋渡 啓祐 ﾋﾜﾀｼ ｹｲｽｹ 樋渡社中 佐賀県 5:17:49

508 1142 和田 栄二 ﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 札幌市 5:18:17

509 1692 鈴木 健秀 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾃﾞ 小樽市 小樽市 5:18:36

510 1734 佐藤 晋 ｻﾄｳ ｽｽﾑ ラクちゃん 北広島市 5:19:37

511 1368 加畑 武則 ｶﾊﾀ ﾀｹﾉﾘ 札幌市 5:20:22

512 418 久見木 大介 ｸﾐｷ ﾀﾞｲｽｹ 鹿児島県 5:21:07

513 46 鈴木 雅久 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｻ 東京都 5:21:25

514 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

515 1689 鈴木 雄士 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ ヘアーアイ 札幌市 5:22:15

515 68 後藤 秀樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 東京都 5:22:15

517 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

518 1688 米谷 諭 ﾖﾈﾔ ｻﾄｼ 北海道開発局 留萌市 5:24:50

519 1649 西川 守 ﾆｼｶﾜ ﾏﾓﾙ 帯広市 5:26:37

520 1704 片岡 正樹 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ 札幌市 5:26:38

521 1833 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 向陽台らん 千歳市 5:28:30

522 1612 渡部 勝 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾙ 江別市 江別市 5:28:36

523 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

524 1334 吉川 博樹 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｷ 札幌市 5:32:24

525 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

525 1683 石岡 尚之 ｲｼｵｶ ﾅｵﾕｷ こはるＲＣ 石狩市 5:32:36

527 1728 鎌田 嘉人 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ ＨＢＡＲＣ 小樽市 5:33:03

528 367 井上 貴至 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ Ｇ走遊会関西 奈良県 5:34:18

529 313 谷内 力 ﾀﾆｳﾁ ﾁｶﾗ 愛知県 5:34:19

530 396 松本 譲二 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 香川県 5:35:58

531 1675 川村 一成 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 札幌市 5:39:28

532 1605 古屋 隆憲 ｺﾔ ﾀｶﾉﾘ ＮＪＳ 札幌市 5:39:47

533 1685 伊藤 友紀 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 5:40:46

534 1480 今井 利雄 ｲﾏｲ ﾄｼｵ アイアンマン 札幌市 5:41:55

535 1738 本谷 学 ﾓﾄﾔ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 5:42:15

536 1082 岩澤 功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 札幌市 5:43:18

537 1970 樋口 智幸 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 千歳市 5:47:25

538 1711 粂田 正道 ｸﾒﾀ ﾏｻﾐﾁ 札幌市 5:48:16

539 1317 山村 満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ ＤＩＬ 恵庭市 5:49:37

540 101 福留 隆 ﾌｸﾄﾒ ﾀｶｼ ＮＴＴＣＳＲＣ 東京都 5:50:37

541 1944 武田 敏裕 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 千歳市 5:51:10

542 1767 大久保 昭男 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷｵ 浦河町 5:52:23

543 1787 斉藤 敏一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 札幌市 5:52:37

544 364 堂前 直樹 ﾄﾞｳﾏｴ ﾅｵｷ 玉山会 京都府 5:52:49

545 1975 野坂 昌裕 ﾉｻﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 5:54:57

546 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

547 1659 福丸 文夫 ﾌｸﾏﾙ ﾌﾐｵ 札幌市 5:55:43

548 1553 小川 秀樹 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 5:55:55

549 1362 相馬 寿 ｿｳﾏ ﾋｻｼ 札幌市 5:57:50

550 385 熊谷 直樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 兵庫県 5:59:10
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551 302 安藤 政規 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 6:02:18

552 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

553 1098 持田 知樹 ﾓﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 札幌市 6:08:42
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