
1 248 川嶋　隆志 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 登別市 ふぁすとテック 0:55:15
2 12 網谷　勇俊 ｱﾐﾔ ﾀｹﾄｼ 札幌市 ＳＴＡＲ☆ＲＣ 0:55:59
3 168 藤嶋　　豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ 恵庭市 ちばりよ～ＲＣ 0:58:53
4 268 和田　正樹 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 苫小牧市 マイペース 0:59:05
5 139 渡邊　浩太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 室蘭市 チームぷっ 0:59:25
6 221 水越　孝幸 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾕｷ 室蘭市 イブリジニー 1:00:15
7 41 志藤　　淳 ｼﾄｳ ｱﾂｼ 室蘭市 ＳＭＡＲＴ 1:00:33
8 220 塩　　太生 ｼｵ ﾀｵ 苫小牧市 トヨタ北海道 1:00:36
9 284 髙橋心之介 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ恵庭市 　 1:00:44

10 82 室永　郡志 ﾑﾛﾅｶﾞ ｻﾄｼ 千歳市 　 1:00:50
11 59 島津　直敬 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾀｶ 千歳市 リハビリ大学校 1:01:07
12 246 鎌田　浩二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市 ちばりよ～ＲＣ 1:01:25
13 311 小原　直人 ｵﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 札幌市 ＨＯＫＵＲＵＮ 1:02:09
14 312 菊池　解歩 ｷｸﾁ ﾄｷﾎ 札幌市 1:02:14
15 147 加藤　恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 札幌市 　 1:03:03
16 142 笹森　孝丸 ｻｻﾓﾘ ﾀｶﾏﾙ 今金町 　 1:03:19
17 217 中静　一棋 ﾅｶｼｽﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 チームぷっ 1:03:30
18 199 伊藤　聡克 ｲﾄｳ ﾉﾘｶﾂ 札幌市 作ドットラン 1:03:31
19 51 佐藤　純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北広島市 道マラソンクラブ 1:03:33
20 27 岩井　靖史 ｲﾜｲ ﾔｽｼ 札幌市 1:03:43
21 42 和田　　賢 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 伊達市 　 1:04:02
22 183 森本　　恒 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｻｼ 札幌市 　 1:04:25
23 154 村上　　大 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 室蘭市 　 1:04:53
24 146 山本　智彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 千歳市 　 1:05:00
25 290 金平　雅也 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻﾔ 江別市 　 1:05:18
26 239 寺島　啓友 ﾃﾗｼﾏ ﾖｼﾄﾓ 恵庭市 ＫＫＣ 1:05:23
27 22 川又健太郎 ｶﾜﾏﾀ ｹﾝﾀﾛｳ室蘭市 ＴＥＡＭ憩 1:05:38
28 198 土屋　孝浩 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 作ドットラン 1:05:41
29 58 島津　一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 千歳市 千歳市役所 1:05:46
30 63 赤谷　伸也 ｱｶﾀﾆ ｼﾝﾔ 室蘭市 　 1:06:21
31 202 渡邊　敏嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾂｸﾞ 札幌市 1:06:49
32 234 廣中　和久 ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 室蘭市 室蘭栄高校 1:07:00
33 133 江戸　　守 ｴﾄﾞ ﾏﾓﾙ 千歳市 　 1:07:20
34 249 川副　　透 ｶﾜｿﾞｴ ﾄｵﾙ 恵庭市 ひまなな 1:08:12
35 197 川村　祐司 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 浦河町 作ドットラン 1:08:32
36 125 安田　貴俊 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 江別市 野幌森林走会 1:08:43
37 114 光成佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ白老町 苫小牧市和光中学校1:08:47
38 21 野上　秀夫 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ 恵庭市 恵庭走友会 1:08:48
39 163 髙橋　正則 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 苫小牧市 出光北海道ＲＣ 1:09:01
40 131 老田　　航 ｵｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 千歳市 　 1:09:09
41 203 伊藤　健介 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 室蘭市 　 1:09:18
42 242 中澤　洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千歳市 　 1:09:19
43 102 高橋　健悟 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 苫小牧市 苫小牧市 1:09:24
44 109 佐藤　幸徳 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 千歳市 　 1:09:41
45 275 小野　雄介 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 室蘭市 　 1:09:50
46 141 内藤　佳美 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾐ 小樽市 小樽自動車学校 1:09:56
47 266 阿部　正徳 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 北広島市 Ｈ．Ｔ．Ｋ 1:10:05
48 150 斎藤　大作 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 札幌市 　 1:10:12
49 270 澤田　直人 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾄ 千歳市 　 1:10:13
50 74 本間　裕之 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 　 1:10:26
51 210 船木　康年 ﾌﾅｷ ﾔｽﾄｼ 札幌市 ｔｅａｍＲ＆Ｔ 1:10:58
52 224 吉川　政司 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 苫小牧市 ｉｇＴＯＭＡＨ 1:10:59
53 293 堀田　　亮 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市 Ｒｕｎｓｐｅｃ 1:11:04
54 251 池野　智章 ｲｹﾉ ﾄﾓｱｷ 苫小牧市 チームいけいけ 1:11:12
55 57 小松　崇史 ｺﾏﾂ ﾀｶﾌﾐ 室蘭市 　 1:11:31
56 83 石田　直久 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 伊達市 　 1:11:43
57 201 樋口　政法 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 作ドットラン 1:11:58
58 155 瀧　　将悟 ﾀｷ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 焼肉もうもう苑 1:12:00
59 56 菅野　秀樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 千歳市 　 1:12:16



60 66 浅見　和弘 ｱｻﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 ちばりよＴＫＧ 1:12:18
61 226 寺澤　亮太 ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ 札幌市 　 1:12:29
62 16 上岡　　登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 　 1:12:38
63 135 江草　佳和 ｴｸﾞｻ ﾖｼｶｽﾞ 白老町 白老走ろう会 1:12:41
64 31 福嶋　文夫 ﾌｸｼﾏ ﾌﾐｵ 札幌市 　 1:13:01
65 119 高倉　善信 ﾀｶｸﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 北斗市 アグリフーズ 1:13:02
66 263 佐藤　　翔 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 白老町 　 1:13:24
67 132 渡邊　　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 札幌市 　 1:13:25
68 252 中村　雄一 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 札幌市 　 1:13:36
69 33 嶋田　　実 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 札幌市 　 1:13:43
70 165 古川　洋一 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｲﾁ 厚真町 ＡＲＣ 1:13:47
71 192 大串　　健 ｵｵｸﾞｼ ﾀｹｼ 千歳市 　 1:13:48
72 222 古俣　裕也 ﾌﾙﾏﾀ ﾕｳﾔ 苫小牧市 　 1:14:14
73 69 木川　宗久 ｷｶﾜ ﾉﾘﾋｻ 札幌市 北海道竹走会 1:14:15
74 302 大崎　晴志 ｵｵｻｷ ｾｲｼ 千歳市 　 1:14:20
75 269 山根　拓真 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾏ 千歳市 　 1:14:20
76 195 沢尻　　徹 ｻﾜｼﾞﾘ ﾄｵﾙ 恵庭市 　 1:14:42
77 25 伊藤　健生 ｲﾄｳ ｹﾝｷ 恵庭市 　 1:14:52
78 189 竹俣　佳貴 ﾀｹﾏﾀ ﾖｼﾀｶ 室蘭市 　 1:15:28
79 71 高倉　　宏 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 　 1:15:35
80 144 髙橋　太貴 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 札幌市 　 1:15:39
81 229 近江谷　健 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾙ 苫小牧市 チームＭＴＫ 1:15:42
82 181 芳賀進一郎 ﾊｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 登別市 　 1:15:48
83 60 八重樫彰一郎 ﾔｴｶﾞｼ ｿｳｲﾁﾛｳ千歳市 　 1:15:57
84 160 吉内　裕幸 ﾖｼｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 千歳市 　 1:16:11
85 137 吉田　匡宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 ちーむよしだ 1:16:12
86 72 和泉　恭也 ﾜｲｽﾞﾐ ｷｮｳﾔ 室蘭市 　 1:16:15
87 230 髙橋　哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 千歳市 五十六会 1:16:16
88 241 白川　正二 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 室蘭市 　 1:16:17
89 292 佐藤　友泰 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 室蘭市 　 1:16:33
90 65 藤塚　政行 ﾌｼﾞﾂｶ ﾏｻﾕｷ 恵庭市 恵庭走友会 1:16:45
91 200 小野寺裕成 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｾｲ 札幌市 作ドットラン 1:16:48
92 304 五瀬　浩之 ｺﾞｾ ﾋﾛﾕｷ 恵庭市 　 1:17:00
93 159 水江　一弘 ﾐｽﾞｴ ｶｽﾞﾋﾛ 室蘭市 　 1:17:14
94 211 平塚　祐太 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳﾀ 室蘭市 　 1:17:40
95 29 紺世　知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 　 1:17:43
96 287 木本　昌利 ｷﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 恵庭市 　 1:17:55
97 273 佐々木信人 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 室蘭市 　 1:17:56
98 297 山村　　満 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾙ 千歳市 ジーツー 1:17:59
99 281 大谷　保史 ｵｵﾀﾆ ﾔｽｼ 恵庭市 ＮＡＤｅｐ 1:18:02

100 35 岩﨑　一見 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾐ 苫小牧市 　 1:18:22
101 145 成田　満広 ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ 千歳市 今年ＮＡＧ＋２ 1:18:29
102 232 山内　秀樹 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 壮瞥町 　 1:18:43
103 32 安藤　正孝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ 札幌市 札幌東橋小学校 1:18:52
104 68 萬　　弘光 ﾖﾛｽﾞ ﾋﾛﾐﾂ 苫小牧市 　 1:19:00
105 47 山岡　武志 ﾔﾏｵｶ ﾀｹｼ 苫小牧市 　 1:19:02
106 164 菅野　雄太 ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ 札幌市 　 1:19:20
107 194 佐々木　勝 ｻｻｷ ﾏｻﾙ 札幌市 　 1:19:23
108 299 細谷　雅博 ﾎｿﾔ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 ジーツー 1:19:26
109 46 高橋　　輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 登別市 　 1:19:38
110 10 高橋　徳光 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾐﾂ 千歳市 千歳勇舞ＡＣ 1:19:39
111 116 和合　匠学 ﾜｺﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 恵庭市 　 1:19:44
112 112 島畑　和徳 ｼﾏﾊﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 苫小牧市 1:20:00
113 264 宮本　　馨 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 苫小牧市 　 1:20:03
114 97 青柳　元春 ｱｵﾔｷﾞ ﾓﾄﾊﾙ千歳市 　 1:20:15
115 24 伊藤　樹美 ｲﾄｳ ﾀﾂﾐ 恵庭市 　 1:20:20
116 190 佐伯　圭介 ｻｴｷ ｹｲｽｹ 室蘭市 　 1:20:37
117 245 齊藤　宏二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千歳市 　 1:20:44
118 123 木戸　光三 ｷﾄﾞ ｺｳｿﾞｳ 苫小牧市 　 1:20:47



119 176 丹波　徹人 ﾀﾝﾊﾞ ﾃﾂﾋﾄ 室蘭市 　 1:20:48
120 61 渡部　泰之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ室蘭市 　 1:20:59
121 67 兵藤　博昭 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ小樽市 小樽兵藤歯科 1:21:03
122 64 中田　浩道 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ 苫小牧市 　 1:21:06
123 186 谷崎　雄平 ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ室蘭市 　 1:21:14
124 250 山下　勇人 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 登別市 　 1:21:30
125 213 沼田　和夫 ﾇﾏﾀ ｶｽﾞｵ 室蘭市 ＦＭびゅ～ 1:21:45
126 152 斎藤　晶太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 札幌市 　 1:21:56
127 184 小林　拓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 室蘭市 　 1:22:01
128 193 加藤　　孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 洞爺湖町 　 1:22:08
129 305 山崎　淳平 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ恵庭市 　 1:22:12
130 236 二本柳重文 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞﾌﾐ千歳市 　 1:22:15
131 185 菅原　達也 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 室蘭市 　 1:22:20
132 44 一戸　　智 ｲﾁﾉﾍ ｻﾄｼ 白老町 　 1:22:25
133 214 草尾　千大 ｸｻｵ ﾁﾋﾛ 千歳市 　 1:22:33
134 17 田中　　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 札幌市 　 1:22:50
135 91 蛯子　慶一 ｴﾋﾞｺ ｹｲｲﾁ 苫小牧市 　 1:22:58
136 215 亀濱　　保 ｶﾒﾊﾏ ﾀﾓﾂ 千歳市 　 1:23:01
137 253 関　　　貢 ｾｷ ﾐﾂｸﾞ 登別市 　 1:23:03
138 277 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 登別市 　 1:23:10
139 209 川上　尚志 ｶﾜｶﾐ ﾋｻｼ 札幌市 　 1:23:17
140 204 池端　雅彦 ｲｹﾊﾀ ﾏｻﾋｺ 白老町 　 1:23:21
141 278 佐藤裕次郎 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ 室蘭市 　 1:23:26
142 80 半藤　幸広 ﾊﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 登別市 登別ＡＫＢ 1:23:35
143 306 向　　雄大 ﾑｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 苫小牧市 　 1:23:35
144 126 浅利　将充 ｱｻﾘ ﾏｻﾐﾂ 恵庭市 　 1:23:40
145 151 鎌田　佳宣 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 　 1:23:58
146 124 安丸　勇一 ﾔｽﾏﾙ ﾕｳｲﾁ 室蘭市 　 1:23:59
147 143 吉田　貴之 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 北広島市 　 1:24:01
148 49 高橋　一将 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏｻ 増毛町 　 1:24:01
149 55 大舘　慶二 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 苫小牧市 　 1:24:02
150 89 檜森　昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 苫小牧市 　 1:24:08
151 5 大前　雅嗣 ｵｵﾏｴ ﾏｻﾂｸﾞ札幌市 　 1:24:11
152 85 工藤　良夫 ｸﾄﾞｳ ﾖｼｵ 伊達市 じっじガンバレ 1:24:11
153 310 田畑　　崇 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 恵庭市 　 1:24:19
154 173 中野　健作 ﾅｶﾉ ｹﾝｻｸ 札幌市 焼肉もうもう苑 1:24:20
155 115 後藤　　健 ｺﾞﾄｳ ｽｸﾞﾙ 札幌市 丸十 1:24:53
156 149 澁谷　勇一 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｲﾁ 札幌市 　 1:24:55
157 78 香西　慶理 ｺｳｻﾞｲ ﾖｼﾐﾁ 札幌市 　 1:25:00
158 1 嘉屋　英夫 ｶﾔ ﾋﾃﾞｵ 恵庭市          恵庭走友会 1:25:06
159 171 山下　光弘 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 　 1:25:23
160 118 勝又　好次 ｶﾂﾏﾀ ﾖｼﾂｸﾞ 登別市 室蘭歩くスキー 1:25:50
161 129 安藤　利宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 千歳市 　 1:25:54
162 247 池田　克美 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 札幌市 　 1:25:56
163 52 金野　佳一 ｺﾝﾉ ｹｲｲﾁ 室蘭市 　 1:25:57
164 283 清水　洋佑 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 札幌市 　 1:26:38
165 100 山下　　敦 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｼ 伊達市 　 1:26:38
166 235 斎藤　誠一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 室蘭市 デープ 1:26:38
167 206 藤原　匡志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 苫小牧市 　 1:26:54
168 43 松橋　市雄 ﾏﾂﾊｼ ｲﾁｵ 札幌市 ゆうちょ銀行ＯＢ 1:27:03
169 188 藤田　謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 苫小牧市 　 1:27:04
170 76 多田　逸三 ﾀﾀﾞ ｲﾂｿﾞｳ 登別市 　 1:27:11
171 285 中村　　賢 ﾅｶﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 千歳市 　 1:27:18
172 20 平岡　弘光 ﾋﾗｵｶ ﾋﾛﾐﾂ 札幌市 　 1:27:19
173 15 米原　晋一 ﾖﾈﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 室蘭市 　 1:27:33
174 205 後藤　　悟 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ 白老町 白老走ろう会 1:27:36
175 110 鎌田　克博 ｶﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 旭川市 Ｔｅａｍ．ＫＰ 1:27:38
176 182 井本　　進 ｲﾓﾄ ｽｽﾑ 苫小牧市 　 1:27:47
177 258 鈴木　秀晴 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ 登別市 　 1:28:12



178 219 石山　正志 ｲｼﾔﾏ ﾏｻｼ 登別市 1:28:30
179 87 堀井　哲也 ﾎﾘｲ ﾃﾂﾔ 江別市 　 1:28:30
180 95 北口　　誠 ｷﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 恵庭市 　 1:28:37
181 280 松下　秀昭 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 恵庭市 ルーク 1:28:46
182 257 中原　誠治 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ 千歳市 　 1:28:52
183 19 畑出　光野 ﾊﾀﾃﾞ ﾐﾂﾉ 室蘭市 　 1:29:38
184 187 福池美喜男 ﾌｸｲｹ ﾐｷｵ 千歳市 　 1:29:58
185 101 葛西　正敏 ｶｻｲ ﾏｻﾄｼ 豊浦町 　 1:30:02
186 53 長谷川俊雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ 千歳市 千歳川ＲＣ 1:30:06
187 162 坂田　純也 ｻｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 苫小牧市 　 1:30:18
188 196 西口　隼祐 ﾆｼｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ室蘭市 北乃でんちゃん 1:30:21
189 13 草野　純一 ｸｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 ＴアスリートＣ 1:30:40
190 279 瀬川　健一 ｾｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 室蘭市 室蘭ガス 1:30:45
191 308 結城　　徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 札幌市 　 1:30:54
192 98 堀野　宏一 ﾎﾘﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 　 1:31:00
193 259 福田　英敬 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市 　 1:31:00
194 84 小林　　実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 白老町 白老走ろう会 1:31:09
195 4 矢野　定男 ﾔﾉ ｻﾀﾞｵ 千歳市 　 1:31:37
196 30 向峯　　聖 ﾑｶｲﾐﾈ ｼｮｳ 札幌市 1:31:45
197 90 田代　万琳 ﾀｼﾛ ﾏﾘﾝ 千歳市 　 1:31:57
198 94 竹之内　勉 ﾀｹﾉｳﾁ ﾂﾄﾑ 恵庭市 恵庭走友会 1:32:09
199 180 北沢　祥一 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ室蘭市 　 1:32:26
200 136 小野　昭彦 ｵﾉ ｱｷﾋｺ 札幌市 　 1:32:35
201 6 八木　康年 ﾔｷﾞ ﾔｽﾄｼ 苫小牧市 苫小牧気分走会 1:32:46
202 38 平澤　豊実 ﾋﾗｻﾜ ﾄﾖﾐ 登別市 　 1:32:48
203 7 髙木　宏充 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐﾂ 恵庭市 　 1:32:52
204 191 中　　勇次 ﾅｶ ﾕｳｼﾞ 札幌市 　 1:32:57
205 121 天野　彰人 ｱﾏﾉ ｱｷﾄ 札幌市 　 1:33:17
206 40 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ苫小牧市 　 1:33:19
207 70 佐藤　公明 ｻﾄｳ ﾔｽｱｷ 室蘭市 　 1:34:14
208 9 小見山雄二 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 　 1:34:22
209 39 平澤　智洋 ﾋﾗｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 登別市 　 1:34:23
210 79 木下　政人 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾄ 伊達市 　 1:34:56
211 153 泉　　周一 ｲｽﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 登別市 　 1:35:06
212 158 豊岡　洋範 ﾄﾖｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 室蘭市 　 1:35:15
213 282 長澤　秀敏 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ室蘭市 　 1:35:25
214 254 酒井　貴志 ｻｶｲ ﾀｶｼ 登別市 　 1:35:50
215 11 小林　幸一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 千歳市 千歳市長都駅前 1:36:03
216 117 木村　伸一 ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 千歳市 　 1:36:27
217 99 加藤　豊三 ｶﾄｳ ﾄﾖｿﾞｳ 苫小牧市 　 1:36:32
218 170 伊藤　浩二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 恵庭市 　 1:36:34
219 172 池部　浩之 ｲｹﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 登別市 　 1:36:52
220 37 井上　雄貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 札幌市 　 1:37:06
221 36 井上　孝夫 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 札幌市 　 1:37:06
222 111 木村　　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 岩見沢市 木村ファミリー 1:37:46
223 157 片岡　邦雄 ｶﾀｵｶ ｸﾆｵ 苫小牧市 　 1:37:57
224 238 及川　勇樹 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 千歳市 　 1:38:06
225 216 坂本　　博 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 室蘭市 　 1:39:25
226 103 吉田　茂則 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 白老町 白老走ろう会 1:39:41
227 92 工藤　　勲 ｸﾄﾞｳ ｲｻｵ 伊達市 　 1:39:59
228 218 髙市　大輔 ﾀｶｲﾁ ﾀﾞｲｽｹ 室蘭市 ＭＥＰＳ 1:40:11
229 26 諸岡　勝重 ﾓﾛｵｶ ｶﾂｼｹﾞ 札幌市 　 1:40:31
230 265 佐藤　嘉純 ｻﾄｳ ﾖｼｽﾞﾐ 東京都 　 1:40:44
231 178 山家　　等 ﾔﾏﾔ ﾋﾄｼ 苫小牧市 ＲＣ－マレ 1:40:53
232 233 竹下　和男 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｵ 白老町 白老河庄 1:40:55
233 167 洞口　敏史 ﾎﾗｸﾞﾁ ｻﾄｼ 札幌市 　 1:40:56
234 166 鈴木　秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 札幌市 東芝プラント 1:41:09
235 272 上本　浩治 ｳｴﾓﾄ ｺｳｼﾞ 当別町 　 1:41:33
236 256 熊谷　翔弥 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾔ 登別市 　 1:41:40



237 225 前田　　求 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾄﾑ 白老町 登別明日 1:42:21
238 301 横岡　　実 ﾖｺｵｶ ﾐﾉﾙ 札幌市 　 1:43:26
239 289 山内　正博 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 千歳市 若竹会 1:43:30
240 228 西村　　要 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾒ 江別市 　 1:43:58
241 274 岩田　　理 ｲﾜﾀ ﾀﾀﾞｼ 苫小牧市 　 1:44:43
242 255 飴田　康人 ｱﾒﾀﾞ ﾔｽﾄ 室蘭市 ＭＥＰＳ 1:44:53
243 148 宮園　潤二 ﾐﾔｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ苫小牧市 　 1:45:29
244 286 北越　政則 ｷﾀｺｼ ﾏｻﾉﾘ 伊達市 　 1:47:25
245 223 菊池　洋介 ｷｸﾁ ﾖｳｽｹ 室蘭市 　 1:47:33
246 307 小林　瑞樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 登別市 　 1:47:37
247 8 田村　賢則 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 大浜みやこＲＣ 1:48:15
248 75 青木　義行 ｱｵｷ ﾖｼﾕｷ 千歳市 　 1:50:38
249 267 岩窪　　悟 ｲﾜｸﾎﾞ ｻﾄﾙ 室蘭市 　 1:51:04
250 288 山本　紘平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 札幌市 　 1:51:38
251 300 五十嵐伸一 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｲﾁ 札幌市 ａｓｕｋａｚｅ 1:52:14
252 48 石崎　　啓 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 恵庭市 恵庭走友会 1:54:50
253 105 久慈　礼章 ｸｼﾞ ﾖｼﾕｷ 室蘭市 　 1:54:57
254 138 斉藤　弘一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 新十津川町新十津川ＲＣ 1:55:57
255 122 唐牛　敏晴 ｶﾗｳｼ ﾄｼﾊﾙ 室蘭市 　 1:56:36
256 50 増渕　信彦 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 登別市 　 1:56:51
257 130 小島　　洋 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 室蘭市 　 1:57:04
258 107 森　　昌実 ﾓﾘ ﾏｻﾐ 札幌市 　 1:57:36
259 73 髙橋　義治 恵庭市 恵庭走友会 1:57:51
260 271 太田　洋輔 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 札幌市 　 2:04:12
261 23 木戸　　博 ｷﾄﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 　 2:12:17


