
1 5083 田仲　大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 千歳市 0:17:49

2 5053 大宮　一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市 北海道AC 0:17:55

3 5045 髙橋　賢司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市 ザ・ベスト 0:18:03

4 5031 島津　直敬 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾀｶ 千歳市 追分高校 0:18:20

5 5017 中野　健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 厚沢部町 函館走ろう会 0:18:26

6 5033 髙橋　慧流 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 恵庭市 札幌国際情報高校 0:18:39

7 5002 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 0:19:02

8 5018 笹森　孝丸 ｻｻﾓﾘ ﾀｶﾏﾙ 今金町 　 0:19:15

9 5050 堀田　浩考 ﾎﾘﾀ ﾋﾛﾖｼ 東京都 千葉陸連 0:19:26

10 5055 山口　　隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 登別市 　 0:19:39

11 5095 小林　達雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 東京都 エスマラソン部 0:19:41

12 5070 太田　秀司 ｵｵﾀ ｼｭｳｼﾞ 札幌市 0:20:01

13 5021 仁尾　一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 苫小牧市 出光北海道RC 0:20:04

14 5091 青木　　伸 ｱｵｷ ﾉﾌﾞ 室蘭市 　 0:20:33

15 5022 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 登別市 0:20:42

16 5039 加藤　　治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 札幌市 ガンバルかとう 0:21:00

17 5101 斎藤　　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 苫小牧市 　 0:21:03

18 5081 渕瀬　直人 ﾌﾁｾ ﾅｵﾄ 苫小牧市　　　　　　 0:21:05

19 5078 弓削　　晃 ﾕｹﾞ ｱｷﾗ 室蘭市 　 0:21:15

20 5094 平田　航大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 千歳市 白樺高等養護 0:21:19

21 5020 小松　修作 ｺﾏﾂ ｼｭｳｻｸ 苫小牧市 苫小牧SS連合 0:21:37

22 5072 増田　秀諭 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 登別市 室蘭龍粋輦 0:21:38

23 5047 川畑　和博 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 室蘭市 イブリジ二ー 0:21:46

24 5080 斉藤　宏輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 0:21:47

25 5012 斎藤　宇哉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 札幌市 ほのかSC 0:21:50

26 5076 住吉　　基 ｽﾐﾖｼ ﾓﾄｲ 石狩市　　　　　　　　　　 0:21:56

27 5090 桟敷　栄司 ｻｼﾞｷ ｴｲｼﾞ 恵庭市 　 0:23:39

28 5098 石田　修士 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 登別市 室蘭龍粋輦 0:23:54

29 5040 吉田　　理 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 苫小牧市 でんちゃん 0:23:57

30 5100 宮崎　正樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｷ 苫小牧市 　 0:23:59

31 5061 川崎　一義 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 　 0:24:21

32 5026 由利　隆則 ﾕﾘ ﾀｶﾉﾘ 恵庭市 恵庭走友会 0:24:25

33 5030 廣瀬　陽輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 登別市 　 0:24:34

34 5029 廣瀬　純司 ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ 登別市 　 0:24:41

35 5044 高木　祐希 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 恵庭市 0:24:53

36 5013 本間　清大 ﾎﾝﾏ ｷﾖﾋﾛ 室蘭市 0:25:04

37 5097 多田　逸三 ﾀﾀﾞ ｲﾂｿﾞｳ 登別市 いぶりたすけ愛 0:25:04
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38 5089 中野　智昭 ﾅｶﾉ ﾄﾓｱｷ 苫小牧市 　 0:25:36

39 5015 尾内　　亮 ｵﾅｲ ﾘｮｳ 恵庭市 0:25:42

40 5049 岸本　悠希 ｷｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 白老町 苫小牧高専 0:25:59

41 5024 山口　　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 札幌市 0:25:59

42 5087 佐藤　光成 ｻﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ 白老町 フロンティア 0:26:00

43 5011 野田　　了 ﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 月形町 月形町役場 0:26:10

44 5046 吉田　茂則 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 白老町 白老走ろう会 0:26:12

45 5028 藤岡　皐秦 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳｼﾝ 千歳市 白樺 0:26:19

46 5005 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 0:26:30

47 5074 小竹　庸博 ｺﾀｹ ﾂﾈﾋﾛ 東京都 　 0:26:48

48 5062 近藤　秀幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 苫小牧市 　 0:26:54

49 5054 原田　悦治 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｼﾞ 登別市 　 0:27:12

50 5010 宮越　大樹 ﾐﾔｺｼ ﾀﾞｲｷ 登別市  0:28:18

51 5051 玉谷　恭輔 ﾀﾏﾔ ｷｮｳｽｹ 白老町 0:28:22

52 5067 大内　忠司 ｵｵｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 豊浦町 JAとうや湖 0:28:27

53 5007 太田　　彰 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 室蘭市 ZEROAC 0:28:39

54 5064 前田　晃平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 室蘭市 　 0:28:59

55 5079 木内　尚人 ｷｳﾁ ﾅｵﾄ 苫小牧市 苫小牧市 0:28:59

56 5073 枝　　信長 ｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 登別市 　 0:29:03

57 5099 堀　　英一 ﾎﾘ ｴｲｲﾁ 伊達市 　 0:29:12

58 5096 木原　　拓 ｷﾊﾗ ﾀｸ 札幌市 さるのこしかけ 0:29:27

59 5036 井筒　歩夢 ｲﾂﾞﾂ ｱﾕﾑ 苫小牧市 苫小牧高専 0:29:53

60 5003 平野　保宣 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 道マラソンクラブ 0:30:13

61 5102 山平　洸大 ﾔﾏﾋﾗ ｺｳﾀﾞｲ 白老町 　 0:30:17

62 5066 市川　英樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市　　　　　　　　　 0:30:20

63 5056 鈴木　　弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 室蘭市 むろみんAC 0:30:32

64 5085 井元　謙佑 ｲﾓﾄ ｹﾝｽｹ 白老町 フロンティア 0:31:09

65 5065 高石　尚之 ﾀｶｲｼ ﾅｵﾕｷ 苫小牧市 　 0:31:29

66 5088 佐藤　昌義 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 白老町 フロンティア 0:31:39

67 5034 佐藤　宣世 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖ 白老町 白老走ろう会 0:31:42

68 5037 宮下　　勝 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾙ 札幌市 札幌羊ケ丘RC 0:31:42

69 5104 田野島　靖 ﾀﾉｼﾏ ﾔｽｼ 白老町 0:31:52

70 5019 齋藤　昭義 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖｼ 登別市 　 0:31:55

71 5071 小野寺優斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 恵庭市 0:32:02

72 5006 西　　敏之 ﾆｼ ﾄｼﾕｷ 登別市 0:32:20

73 5075 星野　正幸 ﾎｼﾉ ﾏｻﾕｷ 白老町 　 0:32:34

74 5023 紙田　信之 ｶﾐﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 白老町 チームおふくろ 0:32:46

75 5038 西陰　　慧 ﾆｼｶｹﾞ ｻﾄｼ 室蘭市 0:32:46

76 5009 石﨑　　啓 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 恵庭市 恵庭走友会 0:33:05



77 5042 岡村　秀雄 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 白老町 0:33:15

78 5060 白野　　暢 ｼﾗﾉ ﾐﾂﾙ 恵庭市 　 0:33:20

79 5069 馬見　幸法 ｳﾏﾐ ﾕｷﾉﾘ 登別市 0:34:00

80 5035 廣井　　威 ﾋﾛｲ ﾀｹｼ 恵庭市 恵庭走友会 0:34:21

81 5041 関根　信久 ｾｷﾈ ﾉﾌﾞﾋｻ 恵庭市 吉田記念病院 0:34:33

82 5014 尾内　優太 ｵﾅｲ ﾕｳﾀ 恵庭市 0:35:00

83 5001 星野　善一 ﾎｼﾉ ﾖｼｶｽﾞ 室蘭市 0:35:13

84 5103 小関　晴夫 ｺｾｷ ﾊﾙｵ 千歳市 　 0:35:32

85 5052 櫻井　武志 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 白老町 0:35:35

86 5016 平賀　幸雄 ﾋﾗｶﾞ ﾕｷｵ 室蘭市 室蘭歩くスキー 0:35:50

87 5057 福田　博亮 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 白老町 白老歩くスキー 0:35:51

88 5063 片沼　勇人 ｶﾀﾇﾏ ﾊﾔﾄ 室蘭市　　　　　　　　　　 0:36:21

89 5025 佐藤　雅行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 恵庭市 恵庭RC 0:37:21

90 5048 新谷　行雄 ｱﾗﾔ ﾕｷｵ 室蘭市 0:37:33

91 5008 崇田　　博 ﾑﾈﾀ ﾋﾛｼ 登別市  0:39:15

92 5032 古谷田富三 ｺﾔﾀ ﾄﾐｿﾞｳ 札幌市 　 0:41:01

93 5084 能村　瑞希 ﾉﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 白老町 フロンティア 0:41:48

94 5086 互野　将平 ﾀｶﾞｲﾉ ｼｮｳﾍｲ 白老町 フロンティア 0:41:48

95 5059 辻　誠三郎 ﾂｼﾞ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 恵庭市 恵庭走友会 0:41:49

96 5043 安達　道郎 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾁﾛｳ 札幌市 西岡走遊会 0:41:52


