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1 527 品田 雅人 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:38:19

2 593 大滝 一夫 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｵ 札幌市 2:41:19

3 400 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 苫小牧市 2:41:41

4 578 荒川 洋介 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｽｹ 札幌市 2:44:32

5 435 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:45:08

6 619 大槻 雅一 ｵｵﾂｷ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 2:46:05

7 506 布施 直樹 ﾌｾ ﾅｵｷ 函館市 2:47:43

8 360 齊藤 晋聖 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾏｻ 札幌市 2:50:51

9 490 藤井 力吉 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾖｼ 札幌市 2:52:11

10 451 大崎 和行 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:52:56

11 455 三崎 裕也 ﾐｻｷ ﾋﾛﾔ 札幌市 2:54:10

12 524 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 苫小牧市 2:56:06

13 602 山本 康隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 網走市 2:56:49

14 551 鶴田 直樹 ﾂﾙﾀ ﾅｵｷ 札幌市 2:57:01

15 330 坂 大祐 ｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 富良野市 2:57:22

16 454 村中 共太郎 ﾑﾗﾅｶ ｷｮｳﾀﾛｳ 札幌市 2:57:33

17 485 矢部 和弘 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東川町 2:57:36

18 520 海老名 浩之 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ 網走市 2:57:42

19 564 矢口 幸彦 ﾔｸﾞﾁ ﾕｷﾋｺ 函館市 2:58:32

20 363 中村 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 2:58:45

21 492 藤嶋 豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ 恵庭市 2:59:07

22 367 野口 将利 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 北斗市 2:59:14

23 413 秋野 文臣 ｱｷﾉ ﾄﾓｼｹﾞ 札幌市 2:59:30

24 333 堀 貴裕 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 安平町 3:01:03

25 327 後藤 秀隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市 3:01:49

26 471 澤田 茂樹 ｻﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ 帯広市 3:02:06

27 440 金子 康幸 ｶﾈｺ ﾔｽﾕｷ 余市町 3:02:10

28 303 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 月形町 3:02:37

29 414 青島 啓吾 ｱｵｼﾏ ｹｲｺﾞ 札幌市 3:04:25

30 536 渡邊 敏嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾂｸﾞ 札幌市 3:04:59

31 539 清宮 隆智 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ 札幌市 3:05:09

32 438 滝沢 敏之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 札幌市 3:06:18

33 528 松川 紀之 ﾏﾂｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 3:07:14

34 498 窪村 良二 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 3:08:13

35 411 村上 大 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 室蘭市 3:08:16

36 494 松野 晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 更別村 3:09:08

37 608 北上 和宏 ｷﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 札幌市 3:09:39

38 559 陶山 和彦 ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 札幌市 3:11:10

39 582 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 登別市 3:11:27

40 369 辻本 貫之 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾝｼ 千歳市 3:11:31

41 422 大西 智哉 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市 3:12:39

42 316 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ 洞爺湖町 3:13:04

43 355 武井 健 ﾀｹｲ ｹﾝ 千歳市 3:13:14

44 418 中村 潤吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺﾞ 函館市 3:13:22

45 383 若槻 拓哉 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾔ 北広島市 3:14:18

46 473 塩谷 光彦 ｼｵﾔ ﾐﾂﾋｺ 札幌市 3:14:44

47 472 又坂 雅光 ﾏﾀｻｶ ﾏｻﾐﾂ 札幌市 3:15:11

48 302 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ 札幌市 3:17:22

49 510 市川 悟 ｲﾁｶﾜ ｻﾄﾙ 恵庭市 3:17:53

50 372 館田 真史 ﾀﾃﾀﾞ ﾏｻｼ 札幌市 3:18:13
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51 514 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:19:34

52 441 鈴木 義人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄ 札幌市 3:19:39

53 457 原田 高至 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 3:20:21

54 350 渡邊 明男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 札幌市 3:20:24

55 481 野村 研一郎 ﾉﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 旭川市 3:21:59

56 622 水谷 紀之 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 3:22:23

57 452 髙津 和哉 ﾀｶﾂ ｶｽﾞﾔ 函館市 3:22:37

58 357 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:24:30

59 448 丸山 卓也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 網走市 3:24:36

60 493 山地 広尚 ﾔﾏﾁﾞ ﾋﾛﾅｵ 札幌市 3:25:12

61 540 西長 直也 ﾆｼﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 旭川市 3:25:17

62 476 荒木 英世 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾖ 函館市 3:26:36

63 341 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 札幌市 3:26:41

64 606 高橋 正敏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 青森県 3:26:43

65 575 山本 喜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 3:26:48

66 563 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:26:52

67 306 戸子台 弘一 ﾄｺﾀﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 新ひだか町 3:26:54

68 464 津山 雄司 ﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:27:46

69 562 大石 忠臣 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞｵﾐ 札幌市 3:27:51

70 488 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 3:28:01

71 496 外崎 貴之 ﾄﾉｻｷ ﾀｶﾕｷ 恵庭市 3:28:19

72 449 小野山 徹 ｵﾉﾔﾏ ﾄｵﾙ 札幌市 3:28:19

73 343 高野 良樹 ﾀｶﾉ ﾖｼｷ 札幌市 3:28:25

74 459 山田 郁博 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾋﾛ 函館市 3:28:41

75 462 塚原 洋 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:29:15

76 431 山中 功 ﾔﾏﾅｶ ｲｻｵ 帯広市 3:29:27

77 445 箱崎 和好 ﾊｺｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 3:29:37

78 410 北村 彰敬 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 函館市 3:29:55

79 332 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市 3:30:42

80 417 小笹 幸治 ｺｻｻ ｺｳｼﾞ 小平町 3:31:06

81 567 岡 稔 ｵｶ ﾐﾉﾙ 旭川市 3:31:36

82 548 伊藤 孝浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:31:41

83 377 明上 卓也 ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 札幌市 3:32:09

84 550 中村 直之将 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾉｽｹ 釧路市 3:32:33

85 395 遠藤 圭 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 岩見沢市 3:34:58

86 491 林 諭史 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 旭川市 3:35:13

87 326 佐藤 徳彦 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 札幌市 3:36:28

88 403 田賀 信雄 ﾀｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 札幌市 3:36:55

89 469 池田 望 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 札幌市 3:37:13

90 502 佐藤 正俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 札幌市 3:38:03

91 349 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 3:38:34

92 312 小林 則宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市 3:39:17

93 610 中山 光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 3:40:18

94 482 楠美 敦 ｸｽﾐ ｱﾂｼ 札幌市 3:40:50

95 465 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 3:40:54

96 615 荒木 修 ｱﾗｷ ｵｻﾑ 札幌市 3:41:25

97 558 今橋 栄次郎 ｲﾏﾊｼ ｴｲｼﾞﾛｳ 札幌市 3:41:53

98 522 渋谷 健二 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:42:19

99 388 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 千歳市 3:42:21

100 621 高畠 亮 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳ 札幌市 3:43:13
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101 314 澤口 尚貴 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長沼町 3:44:03

102 386 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 札幌市 3:45:57

103 609 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 東川町 3:46:37

104 484 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 3:46:39

105 325 鎌田 聡 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 洞爺湖町 3:46:45

106 507 浅井 幸也 ｱｻｲ ﾕｷﾔ 埼玉県 3:47:06

107 560 五十嵐 政史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 岩見沢市 3:47:17

108 409 奥山 尚登 ｵｸﾔﾏ ﾅｵﾄ 北広島市 3:47:23

109 453 若林 裕也 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 札幌市 3:47:24

110 375 上野 祐二 ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ 函館市 3:47:32

111 538 星埜 正和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 札幌市 3:47:34

112 340 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 恵庭市 3:47:49

113 547 廣田 廣達 ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾂ 苫小牧市 3:48:09

114 461 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 札幌市 3:48:41

115 444 安藤 淳志 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 札幌市 3:49:07

116 339 大場 慎也 ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾔ 音更町 3:49:25

117 517 松実 務 ﾏﾂﾐ ﾂﾄﾑ 士別市 3:49:27

118 317 近藤 圭 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 札幌市 3:49:53

119 313 荒木 敏規 ｱﾗｷ ﾄｼﾉﾘ 札幌市 3:50:11

120 321 西島 進一 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 江別市 3:50:39

121 436 岩井 千代志 ｲﾜｲ ﾁﾖｼ 函館市 3:50:59

122 429 吉田 英貴 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:51:41

123 580 近藤 克紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 3:51:54

124 521 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 千歳市 3:52:06

125 614 五十嵐 正 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 3:52:09

126 304 小野田 慎 ｵﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 美幌町 3:52:39

127 571 益井 伸也 ﾏｽｲ ｼﾝﾔ 遠軽町 3:53:09

128 404 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 美瑛町 3:53:27

129 556 大泊 努 ｵｵﾄﾞﾏﾘ ﾂﾄﾑ 札幌市 3:53:57

130 545 片岡 世地 ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ 札幌市 3:54:11

131 443 山本 隆久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 北斗市 3:54:13

132 544 堀野 宏一 ﾎﾘﾉ ｺｳｲﾁ 札幌市 3:54:45

133 364 紙本 和尚 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市 3:55:43

134 361 渡辺 亮介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 旭川市 3:56:12

135 387 目黒 堅司 ﾒｸﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:56:52

136 557 舩尾 圭一 ﾌﾅｵ ｹｲｲﾁ 千歳市 3:57:11

137 534 安田 哲平 ﾔｽﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 北広島市 3:57:19

138 356 寒河江 正明 ｻｶﾞｴ ﾏｻｱｷ 標茶町 3:57:27

139 477 太田 康則 ｵｵﾀ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 3:57:29

140 583 山下 勇人 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 登別市 3:57:29

141 532 森下 浩 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 札幌市 3:57:45

142 396 宮田 聖也 ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ 千歳市 3:58:18

143 604 松本 羊宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:58:30

144 533 川瀬 義明 ｶﾜｾ ﾖｼｱｷ 札幌市 3:58:38

145 442 眞下 修二 ﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 江別市 3:58:39

146 378 岡田 徳人 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 3:58:42

147 555 今井 悦史 ｲﾏｲ ｴﾂｼ 余市町 3:58:49

148 352 斉藤 滋信 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 札幌市 3:58:59

149 504 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 石狩市 3:59:04

150 380 北川 隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 滝川市 3:59:25
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151 466 佐藤 晃二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:59:43

152 301 井上 彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 札幌市 4:00:03

153 600 高谷 浩一 ﾀｶﾔ ｺｳｲﾁ 江別市 4:00:23

154 401 佐藤 正寿 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 新冠町 4:01:02

155 475 上畑 了 ｳｴﾊﾀ ｻﾄﾙ 釧路市 4:02:06

156 406 川代 義史 ｶﾜｼﾛ ﾖｼﾌﾐ 八雲町 4:02:19

157 579 有澤 克英 ｱﾘｻﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ 苫小牧市 4:02:40

158 503 佐藤 公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 札幌市 4:03:02

159 525 古川 貴浩 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:05:38

160 446 植田 孝介 ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 4:06:02

161 541 佐藤 真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 小樽市 4:06:21

162 353 関根 淑夫 ｾｷﾈ ﾖｼｵ 札幌市 4:07:11

163 336 山田 敬一 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 札幌市 4:07:43

164 439 鈴木 良伯 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 滝川市 4:07:45

165 426 伊藤 勝敏 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 小樽市 4:07:47

166 603 二本柳 昌哉 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾔ 札幌市 4:07:56

167 362 藤原 隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 北広島市 4:08:29

168 605 野田 毅 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 札幌市 4:10:27

169 595 石本 忠司 ｲｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 4:11:37

170 430 品川 直範 ｼﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾉﾘ 砂川市 4:12:23

171 423 目澤 暁 ﾒｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 江別市 4:13:11

172 416 向井 晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 札幌市 4:13:29

173 391 宮村 章弘 ﾐﾔﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 札幌市 4:14:15

174 433 福山 淳一 ﾌｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市 4:16:39

175 348 岩城 淳 ｲﾜｷ ｼﾞｭﾝ 札幌市 4:17:02

176 337 厨川 弘樹 ｸﾘﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 室蘭市 4:17:48

177 392 寺島 直人 ﾃﾗｼﾏ ﾅｵﾄ 札幌市 4:17:56

178 379 佐藤 直哉 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 札幌市 4:20:05

179 329 岩城 亮助 ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 4:21:08

180 573 坂本 貴博 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 江差町 4:22:43

181 371 小嶋 覚 ｺｼﾞﾏ ｶｸ 札幌市 4:23:00

182 620 堀田 亮 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市 4:23:53

183 408 山越 純 ﾔﾏｺｼ ｼﾞｭﾝ 札幌市 4:23:59

184 501 大西 要 ｵｵﾆｼ ｶﾅﾒ 札幌市 4:24:00

185 511 林 博行 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 江別市 4:24:46

186 569 小笠原 祥一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 札幌市 4:25:13

187 382 杉山 竜夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂｵ 札幌市 4:26:08

188 420 安田 裕一 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 江別市 4:26:46

189 479 坂口 悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 4:27:19

190 398 大串 真一 ｵｵｸｼ ｼﾝｲﾁ 札幌市 4:27:37

191 328 山本 淳一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩見沢市 4:28:05

192 542 登立 光洋 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 4:28:48

193 402 猿渡 和徳 ｴﾝﾄﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 4:28:53

194 512 小石川 圭司 ｺｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞ 札幌市 4:29:31

195 613 本吉 竜浩 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾂﾋﾛ 札幌市 4:31:52

196 576 長部 和幸 ｵｻﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 4:33:05

197 390 村井 雅人 ﾑﾗｲ ﾏｻﾄ 札幌市 4:33:22

198 586 伊達 和哉 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾔ 新篠津村 4:33:28

199 432 廣西 素良 ﾋﾛﾆｼ ｿﾗ 札幌市 4:33:33

200 549 山木 宏友 ﾔﾏｷ ﾋﾛﾄﾓ 札幌市 4:33:34
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201 421 横山 知之 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 新冠町 4:35:01

202 470 西澤 輝紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾙｷ 札幌市 4:35:37

203 590 藤井 隆史 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 和寒町 4:36:13

204 384 津野 慶 ﾂﾉ ｹｲ 札幌市 4:37:25

205 589 冨久尾 修二 ﾌｸｵ ｼｭｳｼﾞ 岩見沢市 4:41:08

206 308 中谷 真久 ﾅｶﾔ ﾏｻﾋｻ 札幌市 4:41:28

207 412 阿部 匡樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 札幌市 4:42:32

208 342 天野 亮治 ｱﾏﾉ ﾘｮｳｼﾞ 栗山町 4:45:48

209 618 樽井 貴広 ﾀﾙｲ ﾀｶﾋﾛ 名寄市 4:47:11

210 347 中原 雅樹 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｷ 札幌市 4:47:41

211 322 林 煒 ﾘﾝ ｲ 海外 4:48:27

212 587 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 釧路市 4:48:34

213 535 原口 典人 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ 札幌市 4:49:33

214 460 黒瀧 勝也 ｸﾛﾀｷ ｶﾂﾔ 札幌市 4:50:03

215 566 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 滝川市 4:50:51

216 529 関 章太 ｾｷ ｼｮｳﾀ 札幌市 4:51:22

217 345 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 旭川市 4:51:47

218 437 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:52:35

219 523 三輪 大樹 ﾐﾜ ﾀﾞｲｷ 北斗市 4:52:41

220 554 長谷部 直樹 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵｷ 当別町 4:52:52

221 424 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 4:52:53

222 495 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 札幌市 4:53:50

223 394 信頭 良明 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾖｼｱｷ 兵庫県 4:54:08

224 516 沼田 貴典 ﾇﾏﾀ ﾀｶﾉﾘ 士別市 4:56:06

225 323 後木 一哉 ｳｼﾛｷﾞ ｶｽﾞﾔ 江別市 4:57:51

226 434 石田 昭人 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 札幌市 4:59:52

227 572 朝長 賢一 ﾄﾓﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 遠軽町 5:02:38

228 309 山崎 秀行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 北広島市 5:03:36

229 324 佐藤 友教 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 札幌市 5:04:27

230 415 屋代 圭介 ﾔｼﾛ ｹｲｽｹ 札幌市 5:05:59

231 486 岡田 康範 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 5:06:51

232 365 布施 善崇 ﾌｾ ﾖｼﾀｶ 札幌市 5:07:26

233 546 泉 裕樹 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 千歳市 5:09:27

234 577 川上 雅広 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 5:10:31

235 405 小半 晃己 ｺﾊﾝ ﾃﾙﾐ 札幌市 5:10:49

236 381 児玉 誠治 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ 札幌市 5:10:58

237 581 佐藤 正博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 旭川市 5:11:16

238 585 辻 正彰 ﾂｼﾞ ﾏｻｱｷ 札幌市 5:13:21

239 509 本谷 学 ﾓﾄﾔ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 5:14:40

240 334 西家 秀樹 ﾆｼﾔ ﾋﾃﾞｷ 函館市 5:17:44

241 598 岩田 誠 ｲﾜﾀ ﾏｺﾄ 恵庭市 5:18:33

242 537 渡辺 正史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 小樽市 5:18:57

243 526 濱田 亮 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 札幌市 5:21:52

244 500 小林 政宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 5:24:49

245 565 鶴間 尚樹 ﾂﾙﾏ ﾅｵｷ 札幌市 5:24:49

246 616 藤塚 陵一 ﾌｼﾞﾂｶ ﾘｮｳｲﾁ 札幌市 5:31:30

247 607 森 誠治 ﾓﾘ ｾｲｼﾞ 札幌市 5:34:01

248 597 佐藤 邦昭 ｻﾄｳ ｸﾆｱｷ 札幌市 5:36:07

249 591 岩渕 之敬 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｷﾉﾘ 滝川市 5:49:14

250 553 北野 智之 ｷﾀﾉ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 5:49:43

2018年11月3日



第5回作.AC真駒内マラソン

フルマラソン男子40歳代

Print: 2018/11/03 17:30:02 6 / 6 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

251 588 鶴田 宏樹 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｷ 北斗市 5:51:29

252 531 細谷 弘秋 ﾎｿﾔ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 6:05:15
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