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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

1 517 中里 喜義 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖｼ ライフプラザ 札幌市 2:54:22

2 523 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市 2:56:41

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

4 565 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌陸協 札幌市 3:05:00

5 1823 菊地 昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 三角山走友会 千歳市 3:07:36

6 566 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

7 579 長野 利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ 三角山走友会 札幌市 3:16:44

8 605 瀧川 修 ﾀｷｶﾜ ｵｻﾑ 作．ＲＵＮ 札幌市 3:17:13

9 536 敦賀 和夫 ﾂﾙｶﾞ ｶｽﾞｵ 札幌市 3:18:21

10 559 柳 寛史 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ コンタクトオフ 札幌市 3:20:28

11 144 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

12 628 藤田 隆行 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:21:00

13 617 佐久間 哲也 ｻｸﾏ ﾃﾂﾔ 赤レンガ走友会 札幌市 3:22:43

14 656 佐野 孝憲 ｻﾉ ﾀｶﾉﾘ 幾寅ＲＣ 南富良野町 3:23:11

15 238 松川 健一 ﾏﾂｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:23:59

16 692 金塚 克己 ｶﾅﾂﾞｶ ｶﾂﾐ 札幌市 3:27:19

17 657 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

18 665 福井 宏登 ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ 赤レンガ走友会 札幌市 3:27:35

19 890 安村 重幸 ﾔｽﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 帯トラ 帯広市 3:30:54

20 912 村上 豊 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ 恵庭市 3:31:33

21 701 金谷 義孝 ｶﾅﾔ ﾖｼﾀｶ 帯広市森の里小 帯広市 3:35:20

22 646 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

23 214 杉山 健志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ ニッポンラナ 千葉県 3:36:12

24 143 関口 明彦 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 3:36:24

25 251 高橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 埼玉県 3:36:30

26 839 森 敏隆 ﾓﾘ ﾄｼﾀｶ ＫＣＲ 釧路市 3:36:36

27 1117 鴻池 洋志 ｺｳﾉｲｹ ﾋﾛｼ つうけん 恵庭市 3:36:48

28 254 渡辺 勤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ＷＡＴＡＫＩＮ 埼玉県 3:37:32

29 606 福田 仁 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄｼ ハノハノ陸上部 札幌市 3:37:45

29 799 田中 克彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 医）田中医院 美幌町 3:37:45

31 673 高橋 慶次 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 札幌市 3:37:52

32 829 石田 祥之 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:39:07

33 638 石井 邦典 ｲｼｲ ｸﾆﾉﾘ クラブＲ２ 札幌市 3:39:51

34 1057 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ ＦＲＣ 江別市 3:40:21

35 700 大黒 克已 ｵｵｸﾛ ｶﾂﾐ 苫小牧市 3:40:24

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

37 885 北村 好則 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 富良野市 3:41:40

38 663 森田 敏明 ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ ノースウインド 釧路市 3:42:09

39 737 入屋 静男 ｲﾘﾔ ｼｽﾞｵ 瞬走 札幌市 3:42:20

40 803 石橋 宏明 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 豊平ＪＰ 札幌市 3:42:43

41 915 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

42 848 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 札幌市 3:43:50

43 919 佐藤 孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ チームかくて 帯広市 3:45:56

44 341 花家 保宏 ﾊﾅｹ ﾔｽﾋﾛ 大阪府 3:46:48

45 693 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

46 592 林 多喜夫 ﾊﾔｼ ﾀｷｵ 酪農学園ＡＣ 江別市 3:48:27

47 1179 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分走会 苫小牧市 3:48:28

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

49 1858 伊丸岡 博 ｲﾏﾙｵｶ ﾋﾛｼ 清流ＲＣ 千歳市 3:48:41

50 959 出口 昌広 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 網走刑務所 網走市 3:49:24
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51 1032 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ 苫小牧気分走会 苫小牧市 3:49:28

52 1034 宮元 克明 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂｱｷ ＮＴＴＤＦ 札幌市 3:49:36

53 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

54 1831 水口 昌仁 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 千歳ＭＣ 千歳市 3:50:08

55 896 中野 和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ ＬＳＤ土木Ｃ 札幌市 3:50:26

56 772 斎藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 札幌市 3:51:20

57 360 三宅 司 ﾐﾔｹ ﾂｶｻ 京都府 3:51:27

58 878 本間 隆 ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ ＪＲ石タカＡＣ 小樽市 3:51:45

59 863 水上 伸雄 ﾐｽﾞｶﾐ ﾉﾌﾞｵ ド－コン 江別市 3:52:01

60 767 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

61 41 園元 達 ｿﾉﾓﾄ ｲﾀﾙ テンシリカＡＣ 東京都 3:52:53

62 408 田中 邦彦 ﾀﾅｶ ｸﾆﾋｺ 福岡県 3:53:04

63 71 小林 一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 東京都 3:53:05

64 1433 志田 喜和 ｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ ＣＭＳＣ 札幌市 3:53:48

65 913 高田 馨 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾙ 旭川市 旭川市 3:53:55

66 966 浜田 弘巳 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ コドモックル 札幌市 3:55:36

67 854 西村 壽人 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 北広島市 3:55:38

68 928 横井 浩 ﾖｺｲ ﾋﾛｼ 札幌市 3:56:09

69 1102 山上 悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 稚内市 3:56:39

70 438 西川 幸一 ﾆｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 3:56:49

71 951 片桐 敦 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ チームねねすけ 札幌市 3:57:10

72 819 泉 敏 ｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ トヨタ北海道 苫小牧市 3:57:12

73 1019 今野 満 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾙ ほくでんＳ 札幌市 3:57:15

74 880 西谷 篤 ﾆｼﾔ ｱﾂｼ 倶知安町 3:57:24

75 374 金堂 要 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 神戸市陸協 兵庫県 3:57:46

76 208 茂木 実 ﾓﾃｷﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 3:57:50

77 716 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 北村クラブ 岩見沢市 3:58:20

78 390 垰本 修 ﾀｵﾓﾄ ｵｻﾑ ランフレッチェ 広島県 3:58:25

79 224 吉野 英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ 千葉県 3:58:43

80 1153 野上 秀夫 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾞﾃﾞｵ 恵庭市 3:58:59

81 875 高野 強 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 江別大麻狐狸庵 江別市 3:59:40

82 821 堺 実 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 札幌市 4:00:20

83 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

84 241 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

85 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

86 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

87 594 瀧上 豊 ﾀｷﾉｳｴ ﾕﾀｶ ｒ２北海道 札幌市 4:01:44

88 1001 佐々木 保 ｻｻｷ ﾀﾓﾂ 恵庭ＲＣ 恵庭市 4:01:55

89 950 内田 俊哉 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾔ 北あかりＲＣ 江別市 4:02:04

90 83 若林 正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 東京都 4:02:09

91 211 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

92 1208 関本 修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ トナカイ 旭川市 4:03:26

93 732 高野 篤 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ ラフネス 札幌市 4:03:54

94 583 鳥越 和人 ﾄﾘｺﾞｴ ｶｽﾞﾄ 標津町 4:04:23

95 1011 宮澤 慶太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 山手逆走会 札幌市 4:04:51

96 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

97 380 加貫 誠己 ｶﾂﾗ ﾏｻﾐ 兵庫県 4:05:13

98 927 厚海 英司 ｱﾂｳﾐ ｴｲｼﾞ 札幌市 4:05:19

99 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

100 1039 成田 孝千 ﾅﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 旭川市 4:06:32
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101 82 熊坂 薫 ｸﾏｻｶ ｶｵﾙ 東京都 4:06:52

102 1051 阿部 淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小樽市 4:06:54

103 1370 田中 一久 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 札幌市 4:06:58

104 129 伊藤 勝彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 4:07:09

105 392 天野 晃 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 広島県 4:07:20

106 5 奥村 晴彦 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 東京都 4:07:33

107 997 炭谷 憲治 ｽﾐﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 留萌走ろう会 留萌市 4:07:50

108 350 岡崎 俊也 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾔ 大阪府 4:07:53

109 1774 牧野 秀彦 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ Ｍ．ＬＡＣ 札幌市 4:08:14

110 317 木本 隆志 ｷﾓﾄ ﾀｶｼ 三重県 4:08:18

111 1579 精進 芳和 ｼｮｳｼﾞﾝ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 4:12:25

112 1392 香月 修 ｶﾂｷ ｵｻﾑ 札幌市 4:12:28

113 1506 小泉 徹 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 新得町 4:12:39

114 989 笠井 健吉 ｶｻｲ ｹﾝｷﾁ ｕｎｍ．ｎｍ 芦別市 4:12:49

115 868 塚田 康祐 ﾂｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 道マラクラブ 札幌市 4:12:51

116 957 磯部 伸一 ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 函館市役所 函館市 4:13:18

117 881 大矢 雅彦 ｵｵﾔ ﾏｻﾋｺ 札幌市 4:13:22

118 259 畠山 功 ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｻｵ 埼玉県 4:13:29

119 1906 大橋 正彦 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋｺ 大橋歯科ＲＣ 千歳市 4:13:38

120 1269 白川 次雄 ｼﾗｶﾜ ﾂｷﾞｦ 札幌市 4:13:54

121 1331 工藤 満 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ チーム斎藤 札幌市 4:13:56

122 435 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

123 724 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

124 1262 中田 浩道 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ ＨＯＰＥ 苫小牧市 4:14:42

125 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

126 1088 田原 正己 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾐ 玉田産業 石狩市 4:15:03

127 1519 四方 寿治 ﾖﾓ ﾄｼﾊﾙ 森ラン 恵庭市 4:15:32

128 207 五十嵐 俊次 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 4:16:59

129 298 西野 直樹 ﾆｼﾉ ﾅｵｷ 愛知県 4:17:05

130 1295 宮本 進 ﾐﾔﾓﾄ ｽｽﾑ 山の手愛走会 札幌市 4:17:10

131 850 能塚 敏之 ﾉｳﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:17:16

132 258 荒川 和昭 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 4:17:43

133 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

134 991 當瀬 規嗣 ﾄｳｾ ﾉﾘﾂｸﾞ 札幌医科大学 札幌市 4:19:52

135 315 日々 初紀 ﾋﾋﾞ ﾊﾂｷ 日医ジョガーズ 愛知県 4:20:03

136 1048 城畑 孝康 ｼﾛﾊﾀ ﾀｶﾔｽ 札幌市 4:20:30

136 1268 平井 洋 ﾋﾗｲ ﾋﾛｼ ヌプリ会 札幌市 4:20:30

138 1135 青木 祐輔 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 輔仁会ＲＣ 札幌市 4:20:38

139 1396 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 滝川ビアーズ 滝川市 4:20:41

140 87 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都 4:20:56

141 1212 堤 政嗣 ﾂﾂﾐ ﾏｻｼ チーム２２３ 旭川市 4:21:05

142 971 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

143 1104 平沢 修 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾐ 函館市 4:21:23

144 1387 菅原 要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 札幌市 4:21:41

145 699 高山 裕章 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 凹たれん隊 旭川市 4:21:59

146 244 立石 裕 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｼ ｆｒｕｎ 茨城県 4:22:04

147 1432 橋本 和浩 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ＤＯ走会 江別市 4:23:00

148 1443 北野 常雄 ｷﾀﾉ ﾂﾈｵ 札幌市 4:23:28

149 862 横田 誠嗣 ﾖｺﾀ ﾏｻｼ 中標津十二楽走 旭川市 4:23:34

150 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
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151 1003 中谷 喜啓 ﾅｶﾔ ﾖｼﾋﾛ 侍ＳＯＵＬ 札幌市 4:23:52

152 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

153 1282 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ ＵＲＣ 札幌市 4:24:32

154 376 川端 敬一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ 兵庫県 4:24:38

155 1626 野口 恵司 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 野口建設 北見市 4:24:47

156 56 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 東京都 4:24:59

157 277 酒井 栄一 ｻｶｲ ｴｲｲﾁ 新潟県 4:25:00

158 1275 朝倉 浩司 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｼ ＮＷＡＣ 札幌市 4:25:12

159 776 谷口 陽彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳﾋｺ 札幌市 4:26:08

160 399 有澤 記朗 ｱﾘｻﾜ ｷﾛｳ ＰＥＰＰＵ 高知県 4:26:34

161 1222 登石 守 ﾄｲｼ ﾏﾓﾙ 佐藤工業 札幌市 4:26:58

162 1337 佐々木 敏夫 ｻｻｷ ﾄｼｵ 爺さん頑張れ 札幌市 4:27:32

163 1255 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 日通札幌 札幌市 4:27:38

164 60 工藤 理夫 ｸﾄﾞｳ ﾐﾁｵ 東京都 4:27:40

165 1294 安達 英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ アクロスＪ 札幌市 4:28:31

166 1632 井上 武雄 ｲﾉｳｴ ﾀｹｵ ハーブ穴の川 札幌市 4:29:40

167 340 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

168 1518 横塚 宣憲 ﾖｺﾂｶ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 4:30:23

169 1534 藤浪 武史 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｹｼ 札幌市 4:30:53

170 925 田中 浩樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 手稲の子 札幌市 4:31:38

171 165 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 4:31:44

172 1562 上家 浩幸 ｶﾐｲｴ ﾋﾛﾕｷ ラマＡＣ 札幌市 4:32:07

173 163 芝原 嘉彦 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 4:32:14

174 983 柴野 隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 苗穂工場 札幌市 4:33:43

175 1063 細川 求 ﾎｿｶﾜ ﾓﾄﾑ 大地＆友 江別市 4:33:47

176 968 河田 茂 ｶﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 蘭越陸協 蘭越町 4:33:50

177 697 喜多 進 ｷﾀ ｽｽﾑ 喜多組 帯広市 4:33:57

178 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

179 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

180 94 峰尾 淳 ﾐﾈｵ ｱﾂｼ 陵南セミナー 東京都 4:34:20

181 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

182 383 阿部 仁 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 兵庫県 4:34:40

183 809 今井 清 ｲﾏｲ ｷﾖｼ 旭川市 4:34:55

183 955 浅沼 司 ｱｻﾇﾏ ﾂｶｻ 侍ＳＯＵＬ 恵庭市 4:34:55

185 217 有田 康雄 ｱﾘﾀ ﾔｽｵ ニッポンランナ 千葉県 4:35:19

186 1289 田畑 顕 ﾀﾊﾀ ｹﾝ 札幌市 4:35:24

187 1325 井田 雅之 ｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さっぽろ１０９ 札幌市 4:35:28

188 370 小野 善郎 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 和歌山県 4:36:00

189 98 田中 玲 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ＧＢＣ 東京都 4:36:05

190 1341 杉山 照晃 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾙｱｷ ホッカン 札幌市 4:36:20

191 1190 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 札幌市 4:36:50

192 1272 吉田 正見 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 鉄道運輸機構 札幌市 4:36:54

193 1085 藤田 謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 苫小牧市 4:37:01

194 1859 森田 弘 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ メビウス 千歳市 4:37:13

195 1460 柿原 雄二 ｶｷﾊﾗ ﾕｳｼﾞ ＩｎＴｉｍｅ 恵庭市 4:37:31

196 393 高畑 紳一 ｺｳﾊﾀ ｼﾝｲﾁ 広島県 4:37:32

197 437 久保 勝文 ｸﾎﾞ ﾏｻﾌﾞﾐ 吹上眼科 青森県 4:37:51

198 1234 木村 毅 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ ランラン俱楽部 札幌市 4:38:15

199 1557 長能 潔 ﾅｶﾞﾉ ｷﾖｼ 札幌市 4:38:36

200 222 執行 紀行 ｼｷﾞｮｳ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 4:38:38
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201 266 山下 良平 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 4:38:57

202 1246 高野 冬樹 ﾀｶﾉ ﾌﾕｷ 恵庭走友会 恵庭市 4:39:28

203 310 宿谷 啓二 ｼｭｸﾔ ｹｲｼﾞ 愛知県 4:39:49

204 1418 原田 要 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅﾒ 赤レンガ走友会 札幌市 4:40:23

205 1109 藤澤 俊明 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｼｱｷ 札幌市 4:40:47

206 1314 安田 純一 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:41:18

207 269 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

208 1471 木村 和哉 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 北央情報Ｓ 札幌市 4:42:18

209 1056 下中 弘之 ｼﾓﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 道南ＲＣ 函館市 4:43:10

210 1298 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 札幌市 4:43:43

211 1366 三上 博 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ スクラッチ 石狩市 4:43:54

212 976 中野 耕一 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 4:44:27

213 1540 千葉 昇 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ ２ｎｄＳＴＧ 江別市 4:44:59

214 1465 久木田 幹 ｸｷﾀ ﾐｷ 北広島ＲＣ 北広島市 4:46:41

215 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

216 320 脇 昭博 ﾜｷ ｱｷﾋﾛ 海山 三重県 4:46:57

217 574 藤兼 啓恭 ﾌｼﾞｶﾈ ﾋﾛﾔｽ ＮＴＴアカシア 札幌市 4:47:07

218 1596 矢富 博之 ﾔﾄﾐ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:47:29

219 232 甲斐 莊一 ｶｲ ｿｳｲﾁ 千葉県 4:47:40

220 1536 江良 道生 ｴﾗ ﾐﾁｵ 札幌市 4:47:44

221 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

222 1640 太田 俊幸 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 札幌市 4:48:03

223 346 廣田 理 ﾋﾛﾀ ｻﾄｼ 大阪府 4:49:00

224 1256 石井 晃一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 北見清月 北見市 4:49:01

225 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

226 93 三嶋 章夫 ﾐｼﾏ ｱｷｵ 伊藤忠陸上部 東京都 4:49:47

227 1572 柴 勤 ｼﾊﾞ ﾂﾄﾑ アートな仲間達 札幌市 4:49:56

228 1631 煎本 幸雄 ｲﾘﾓﾄ ﾕｷｵ 北日本石油 安平町 4:49:58

229 1619 大野 光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 札幌市 4:50:02

230 1722 河野 利彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 光陽荘 苫小牧市 4:50:03

231 1345 金谷 秀晴 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＳＹＵＵＳＥＩ 札幌市 4:50:08

232 1303 小野崎 誠 ｵﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 王子製紙 釧路町 4:50:40

233 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

234 1036 真藤 昌信 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ ＳＰＫ 札幌市 4:52:17

235 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

236 1610 長勢 政博 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾋﾛ 鈍がめ 札幌市 4:52:47

237 318 川端 澄男 ｶﾜﾊﾞﾀ ｽﾐｵ 三重県 4:52:54

238 1444 田中 義信 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 島牧ＲＣ札幌 札幌市 4:52:57

239 1538 酒井 辰生 ｻｶｲ ﾀﾂｵ 札幌市 4:52:59

240 229 牧 教明 ﾏｷ ﾉﾘｱｷ 千葉県 4:53:01

241 427 武田 啓正 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｾｲ 石川県 4:53:32

242 1697 中村 光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ あいがも会 滝川市 4:54:18

243 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

244 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

245 1493 相澤 孝一 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 江別市 4:55:13

246 1630 高田 寿雄 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｵ 札幌市 4:55:44

247 1276 藤田 誠 ﾌｼﾞﾀ ﾏｺﾄ 岩田地崎ＳＲＣ 札幌市 4:56:02

248 1492 伊藤 俊之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 北星信金ＯＢ 名寄市 4:56:12

249 992 深見 公雄 ﾌｶﾐ ｷﾐｵ ノースラビット 札幌市 4:56:29

250 267 小林 眞人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 埼玉県 4:56:33
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251 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

252 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

253 1578 笹本 崇昭 ｻｻﾓﾄ ﾀｶｱｷ 札幌市 4:57:17

254 1496 猪村 達也 ｲﾑﾗ ﾀﾂﾔ ＰＲＯＯＦ 札幌市 4:58:00

255 1713 菊地 昭浩 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 名寄市 4:58:09

256 1743 義達 康之 ﾖｼﾀﾂ ﾔｽﾕｷ 札幌市 4:58:38

257 977 太田 義浩 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ ＳＦＲＣ 札幌市 4:58:49

258 905 岡本 勝久 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋｻ 滝川ビアーズ 滝川市 4:58:58

259 1330 岩崎 國夫 ｲﾜｻｷ ｸﾆｵ 女満別ＵＭＣ 大空町 4:59:23

260 1761 高橋 辰男 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｵ ノースシティ 札幌市 4:59:51

261 86 浅見 俊仁 ｱｻﾐ ﾄｼﾋﾄ 風鈴小僧 東京都 5:00:16

262 433 岩井 敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ ＳＺＰ ＷＩＮ 宮城県 5:00:19

263 395 河野 哲郎 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾛｳ 山口県 5:00:36

264 1323 崎田 英夫 ｻｷﾀ ﾋﾃﾞｵ ＹＴＳー２１ 札幌市 5:00:52

265 1656 柳沼 秀明 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 帯広市 5:00:57

266 1357 石原 尚之 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾕｷ つうけん 札幌市 5:01:14

267 1355 田中 千春 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 札幌市 5:01:33

268 1348 相内 啓二 ｱｲｳﾁ ｹｲｼﾞ 道水コン 札幌市 5:01:55

269 228 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ＮＲ佐倉 千葉県 5:02:10

270 307 古橋 芳治 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾊﾙ 愛知県 5:03:50

271 1313 藤原 修治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ 北ガス 札幌市 5:05:21

272 1799 佐久間 哲 ｻｸﾏ ｻﾄｼ 日医ジョガーズ 札幌市 5:05:43

273 119 小林 勝巳 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ 光の国６０ 東京都 5:05:44

274 1381 笹岡 新二 ｻｻｵｶ ｼﾝｼﾞ 札幌市 5:07:05

275 1766 宮下 廣幸 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 一般 札幌市 5:08:15

276 1558 牧野 幸雄 ﾏｷﾉ ﾕｷｵ 由仁陸協 由仁町 5:08:36

277 172 武川 亮二 ﾀｹｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 5:09:02

278 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

279 1411 渡邉 邦芳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾖｼ かく０２ 札幌市 5:10:02

280 422 本蔵 耕治 ﾓﾄｸﾗ ｺｳｼﾞ 鹿児島県 5:10:07

281 1599 大森 武治 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 好調好調 函館市 5:11:49

282 1958 臼窪 唯之 ｳｽｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 千歳市 5:12:23

283 117 久田 明 ﾋｻﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 5:12:30

284 1202 箭原 勝美 ﾔﾊﾗ ｶﾂﾐ 北見市 5:12:45

285 324 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

286 1545 斉藤 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 札幌市 5:14:21

287 786 小林 信敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾄｼ 北見市 5:14:40

288 1442 横路 民雄 ﾖｺﾐﾁ ﾀﾐｵ 札幌市 5:14:50

289 1588 打田 泰規 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 5:15:10

290 173 清久 春義 ｷﾖｸ ﾊﾙﾖｼ 神奈川県 5:16:11

291 1512 中津 勝則 ﾅｶﾂ ｶﾂﾉﾘ 江別市 5:16:21

292 1552 布施 茂登 ﾌｾ ｼｹﾞﾄ ＮＴＴ札幌病院 札幌市 5:16:54

293 1359 山口 繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 5:17:46

294 1662 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 札幌市 5:18:02

295 1110 木谷 嘉孝 ｷﾔ ﾖｼﾀｶ ママス＆パパス 札幌市 5:19:31

296 1727 小野田 睦雄 ｵﾉﾀﾞ ﾑﾂｵ ＴＤＪ 北見市 5:20:53

297 1641 茗作 政幸 ﾐｮｳｻｸ ﾏｻﾕｷ 北見市 5:20:57

298 301 丹波 信夫 ﾀﾝﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ チーム桐ヶ丘 愛知県 5:21:42

299 970 三上 栄久夫 ﾐｶﾐ ｴｸｵ チームあのん 札幌市 5:24:03

300 1507 三浦 英範 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩内町 5:24:28
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301 1526 森田 淨司 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 札幌市 5:24:36

302 386 大野 浩 ｵｵﾉ ﾋﾛｼ 神戸市役所 兵庫県 5:24:46

303 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

304 1977 藤山 恵光 ﾌｼﾞﾔﾏ ｹｲﾐﾂ 千歳市 5:26:36

305 1741 藤井 栄次 ﾌｼﾞｲ ｴｲｼﾞ 札幌市 5:27:45

306 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

307 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

308 1535 須田 信明 ｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 札幌市 5:28:10

309 441 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

310 1607 国分 謙一 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 札幌市 5:28:14

311 1754 戸来 隆幸 ﾍﾗｲ ﾀｶﾕｷ 札幌市 5:28:39

312 1725 栗山 恵二 ｸﾘﾔﾏ ｹｲｼﾞ 札幌市 5:29:23

313 1329 挽地 俊哉 ﾋｷﾁ ﾄｼﾔ グランド歯科 札幌市 5:29:43

314 233 菊池 透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ ＴＩＡＴ 千葉県 5:30:01

315 1560 稲垣 一郎 ｲﾅｶﾞｷ ｲﾁﾛｳ 札幌市 5:31:09

316 1586 藤田 宏人 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ ＨＢＡ ＲＣ 江別市 5:33:03

317 1521 土門 伸司 ﾄﾞﾓﾝ ｼﾝｼﾞ 札幌市 5:33:32

318 1556 菊地 史朗 ｷｸﾁ ｼﾛｳ 札幌市 5:34:23

319 1751 三宅 正文 ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ チームハンゾ 旭川市 5:34:24

320 1476 山縣 真人 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 札幌市 5:34:41

321 1667 尾崎 孝行 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 札幌市 5:36:12

322 1547 比留間 光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ ほくでんＲＣ 札幌市 5:36:58

323 357 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

324 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

325 1474 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ チームぷっ 札幌市 5:39:03

326 1427 菊地 力 ｷｸﾁ ﾁｶﾗ ９の会 札幌市 5:39:28

327 1215 佐藤 久雄 ｻﾄｳ ﾋｻｵ ほくでん 札幌市 5:39:35

328 1762 荻生 和敏 ｵｷﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ 旭川市 5:40:26

329 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

330 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

331 1573 大山 正裕 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ タケ 札幌市 5:42:17

332 1542 小松 利雄 ｺﾏﾂ ﾄｼｵ 警友南～コナミ 札幌市 5:42:39

333 1211 吉田 洋一 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 開発工営社 江別市 5:43:26

334 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

335 110 梅澤 聡 ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾄｼ 生ビールの会 東京都 5:45:58

336 1637 伊東 千隆 ｲﾄｳ ﾁﾀｶ 札幌市 5:46:16

337 1532 大沼 秀次 ｵｵﾇﾏ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 札幌市 5:46:20

338 1763 石田 久晴 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾊﾙ 大東建託（株） 札幌市 5:48:37

339 1706 大江 正見 ｵｵｴ ﾏｻﾐ おおえクラブ 札幌市 5:49:31

340 1710 高瀬 博 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 札幌市 5:49:43

341 1537 山口 則雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｵ ａｊ北海道 札幌市 5:49:56

342 1733 水尻 定美 ﾐｽﾞｼﾘ ｻﾀﾞﾐ 札幌市 5:50:09

343 1597 髙橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 5:50:32

344 1581 菅原 謙二 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 札幌市 札幌市 5:50:34

345 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

346 1717 可香谷 淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 恵庭市 5:50:53

347 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

348 1698 川嶋 修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ ゆっくりーず 札幌市 5:52:29

349 1044 福岡 研三 ﾌｸｵｶ ｹﾝｿﾞｳ 札幌市 5:52:49

350 1971 原 明 ﾊﾗ ｱｷﾗ 千歳市 5:53:40
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351 1679 飯沼 美雪 ｲｲﾇﾏ ﾐﾕｷ 札幌市 5:53:44

352 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

353 1969 大室 順一 ｵｵﾑﾛ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 千歳市 5:55:02

354 114 三小田 幸治 ﾐｺﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 5:55:03

355 413 伊藤 満智男 ｲﾄｳ ﾐﾁｵ 福岡県 5:55:51

356 1340 入江 二郎 ｲﾘｴ ｼﾞﾛｳ 札幌市役所 札幌市 5:56:43

357 1270 児玉 博貴 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ 北見市 5:57:31

358 1332 中尾 修一 ﾅｶｵ ｼｭｳｲﾁ ＪＥＳＣＯ 室蘭市 6:03:31

359 465 宮﨑 康宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 6:33:27
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