
1 5105 大田　竜司 ｵｵﾀ ﾘｭｳｼﾞ 千歳市 ７Ｅ－ＨＳ 0:17:06
2 5029 和田　　靖 ﾜﾀﾞ ﾔｽｼ 函館市 チームネボ 0:17:17
3 5016 髙橋　賢司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市 ザ・ベスト 0:17:26
4 5070 大宮　一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市 室蘭ＡＣ 0:17:59
5 5049 堀田　浩考 ﾎﾘﾀ ﾋﾛﾖｼ 東京都 千葉陸連 0:18:03
6 5021 中野　健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 厚沢部町 函館走ろう会 0:18:45
7 5011 朝比奈和貴 ｱｻﾋﾅ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市 道マラソンクラブ 0:18:53
8 5054 藤嶋　翔馬 ﾌｼﾞｼﾏ ｼｮｳﾏ 恵庭市 ちばりよ～ＲＣ 0:19:09
9 5057 岡田　泰知 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 苫小牧市 登別明日 0:19:25

10 5104 五十嵐悠翔 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ 札幌市 　 0:19:32
11 5107 平田　航大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 千歳市 　 0:19:49
12 5068 青木　　伸 ｱｵｷ ﾉﾌﾞ 室蘭市 　 0:19:53
13 5067 齊藤　武志 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 札幌市 　 0:19:56
14 5901 平間　俊樹 ﾋﾗﾏ ﾄｼｷ 登別市 　 0:20:11
15 5051 弓削　　晃 ﾕｹﾞ ｱｷﾗ 室蘭市 　 0:20:14
16 5013 野田　純希 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 月形町 苫小牧高専 0:20:15
17 5069 増田　秀諭 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 登別市 室蘭龍粋輦 0:20:49
18 5102 川畑　和博 ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 室蘭市 イブリジニー 0:20:56
19 5055 渕瀬　直人 ﾌﾁｾ ﾅｵﾄ 苫小牧市 　 0:21:02
20 5044 坂田　正伸 ｻｶﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市 　 0:21:22
21 5109 石井　拓馬 ｲｼｲ ﾀｸﾏ 登別市 　 0:21:30
22 5079 酒井　　洋 ｻｶｲ ﾋﾛｼ 白老町 白老走ろう会 0:21:40
23 5099 斉藤　宏輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 　 0:21:49
24 5080 住吉　　基 ｽﾐﾖｼ ﾓﾄｲ 石狩市 道新総合印刷 0:21:55
25 5042 髙岡　裕樹 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｷ 苫小牧市 　 0:22:29
26 5014 本田　　輝 ﾎﾝﾀﾞ ﾋｶﾙ 登別市 　 0:22:48
27 5060 遠藤　正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 登別市 　 0:22:49
28 5071 林　　紘史 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 室蘭市 　 0:23:08
29 5032 廣瀬　純司 ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ 登別市 　 0:23:55
30 5117 須藤　　豊 ｽﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 苫小牧市 日野自動車㈱ 0:24:03
31 5041 古川　澄隆 ﾌﾙｶﾜ ｽﾐﾀｶ 登別市 　 0:24:40
32 5106 平田　貴久 ﾋﾗﾀ ﾀｶﾋｻ 千歳市 　 0:24:40
33 5064 金子　幸生 ｶﾈｺ ﾕｷｵ 室蘭市 プライフーズ 0:24:46
34 5066 菊池　拓望 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 室蘭市 　 0:25:07
35 5056 枝　　信長 ｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 登別市 　 0:25:22
36 5030 桜井　昭夫 ｻｸﾗｲ ｱｷｵ 室蘭市 　 0:25:37
37 5110 佐藤　光成 ｻﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ 白老町 フロンティア 0:25:43
38 5074 高谷　真希 ﾀｶﾔ ﾏｻｷ 登別市 　 0:25:44
39 5012 野田　　了 ﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 月形町 月形町役場 0:26:24
40 5034 尾内　　亮 ｵﾅｲ ﾘｮｳ 恵庭市 　 0:26:25
41 5076 岸本　悠希 ｷｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 白老町 苫小牧高専 0:26:25
42 5026 戸澤　明徳 ﾄｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 室蘭市 　 0:26:38
43 5031 廣瀬　陽輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 登別市 　 0:26:41
44 5033 丸山　　勇 ﾏﾙﾔﾏ ｲｻﾑ 白老町 白老走ろう会 0:26:55
45 5091 小野　高啓 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 登別市 　 0:26:56
46 5063 荒川　　勝 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾙ 苫小牧市 チームあらかわ 0:27:11
47 5025 近藤　秀幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 苫小牧市 　 0:27:14
48 5010 門脇　一郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｲﾁﾛｳ 札幌市 門脇企画ＲＣ 0:27:23
49 5053 金子左千夫 ｶﾈｺ ｻﾁｵ 岩見沢市 　 0:27:26
50 5038 山口　　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 　 0:27:33
51 5101 本谷　洋二 ﾓﾄﾀﾆ ﾖｳｼﾞ 千歳市 　 0:27:38
52 5017 栗村雄一郎 ｸﾘﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 苫小牧市 苫小牧ＳＳ連合 0:27:45
53 5098 黒岩　祐一 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁ 登別市 　 0:27:47
54 5046 宮城　秀明 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 苫小牧市 　 0:27:48
55 5035 関根　信久 ｾｷﾈ ﾉﾌﾞﾋｻ 恵庭市 ??田記念病院 0:28:15
56 5090 原田　和穂 ﾊﾗﾀ ｶｽﾞﾎ 登別市 　 0:28:18
57 5100 磯野　義光 ｲｿﾉ ﾖｼﾐﾂ 室蘭市 　 0:28:23
58 5040 原田　悦治 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｼﾞ 登別市 　 0:28:46
59 5112 井元　謙佑 ｲﾓﾄ ｹﾝｽｹ 白老町 フロンティア 0:28:52



60 5118 竹迫　晃太 ﾀｹｻｺ ｺｳﾀ 苫小牧市 日野自動車㈱ 0:28:54
61 5001 濱形　　勲 ﾊﾏｶﾞﾀ ｲｻｵ 恵庭市          カナディアン 0:29:05
62 5075 玉谷　恭輔 ﾀﾏﾔ ｷｮｳｽｹ 白老町 　 0:29:41
63 5007 西方　靖史 ﾆｼｶﾀ ﾔｽﾌﾐ 登別市 　 0:29:50
64 5027 岩村　芳夫 ｲﾜﾑﾗ ﾖｼｵ 北広島市 アスビック 0:29:59
65 5085 斉藤　信宏 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 苫小牧市 　 0:30:11
66 5058 菅原　　朗 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 室蘭市 　 0:30:16
67 5092 後藤　志郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 室蘭市 　 0:30:29
68 5022 和田　武雄 ﾜﾀﾞ ﾀｹｵ 札幌市 ＭＳＣ 0:30:35
69 5062 前田　晃平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 室蘭市 　 0:30:38
70 5086 堀　　英一 ﾎﾘ ｴｲｲﾁ 伊達市 　 0:30:41
71 5065 馬見　幸法 ｳﾏﾐ ﾕｷﾉﾘ 登別市 　 0:30:48
72 5047 三浦　利勝 ﾐｳﾗ ﾄｼｶﾂ 苫小牧市 　 0:30:50
73 5114 市川　英樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 　 0:31:02
74 5113 佐藤　昌義 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 白老町 フロンティア 0:31:11
75 5036 坂本　和樹 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 室蘭市 坂本家 0:31:22
76 5087 志水　九一 ｼﾐｽﾞ ｸｲﾁ 上富良野町上富良野陸友会 0:31:38
77 5082 大塩　賢司 厚真町 　 0:31:55
78 5037 伊林　徳男 ｲﾊﾞﾔｼ ﾄｸｵ 恵庭市 恵庭走友会 0:32:04
79 5019 斎藤　宇哉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 札幌市 ほのかＳＣ 0:32:07
80 5103 福田　直樹 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 北海道銀行ＯＢ 0:32:16
81 5018 大谷　　裕 ｵｵﾀﾆ ﾕﾀｶ 恵庭市 恵庭走友会 0:32:33
82 5089 星野　正幸 ﾎｼﾉ ﾏｻﾕｷ 白老町 　 0:32:44
83 5094 岡村　秀雄 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 白老町 　 0:32:52
84 5045 香西　一志 ｺｳｻｲ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 エスマラソン部 0:32:56
85 5009 西　　敏之 ﾆｼ ﾄｼﾕｷ 登別市 　 0:33:07
86 5083 柾本　和哉 ﾏｻﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 登別市 　 0:33:15
87 5116 田野島　靖 ﾀﾉｼﾏ ﾔｽｼ 白老町 0:33:15
88 5004 平野　保宣 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 道マラソンクラブ 0:33:45
89 5077 野原　卓哉 ﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ 室蘭市 　 0:34:09
90 5002 廣井　　威 ﾋﾛｲ ﾀｹｼ 恵庭市 恵庭走友会 0:34:17
91 5108 白野　　暢 ｼﾗﾉ ﾐﾂﾙ 恵庭市 　 0:34:46
92 5059 姫野　淳一 ﾋﾒﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 登別市 　 0:35:16
93 5078 半澤　孝志 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｶｼ 室蘭市 　 0:36:04
94 5008 福田　博亮 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 白老町 　 0:36:39
95 5061 片沼　勇人 ｶﾀﾇﾏ ﾊﾔﾄ 室蘭市 　 0:36:48
96 5005 星野　善一 ﾎｼﾉ ﾖｼｶｽﾞ 室蘭市 　 0:37:06
97 5084 及川　賢一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 室蘭市 　 0:40:22
98 5095 山口　宏美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 室蘭市 　 0:40:22
99 5072 櫻井　武志 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 白老町 　 0:40:23

100 5052 小関　晴夫 ｺｾｷ ﾊﾙｵ 千歳市 　 0:40:47
101 5015 崇田　　博 ﾑﾈﾀ ﾋﾛｼ 登別市 　 0:41:06
102 5081 森田　一夫 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｵ 北広島市 　 0:41:18
103 5028 大竹　健一 ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ 白老町 白老走ろう会 0:41:18
104 5111 互野　将平 ﾀｶﾞｲﾉ ｼｮｳﾍｲ 白老町 フロンティア 0:42:42
105 5039 安達　道郎 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾁﾛｳ 札幌市 西岡走遊会 0:46:05


