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順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 カナカナカナカナ 記録記録記録記録ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン

D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)

所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ年齢年齢年齢年齢 市町村市町村市町村市町村1 375 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｼ丹　野　　　弘 0:31:56.6丹野塾60 苫小牧市2 340 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｷﾉﾘ濱　田　力　範 0:33:47.6帯広第一病院63 帯広市3 362 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾄｼ山　本　克　俊 0:35:24.1北空知ＮＯＳＡＩ64 深川市4 331 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ高　橋　弘　道 0:37:10.061 旭川市5 364 ｴﾋﾞﾅ ｷｲﾁ蛯　名　紀　一 0:37:12.1道マラソンクラブ75 札幌市6 389 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ菅　原　　　章 0:37:22.5千歳市体協68 千歳市7 304 ｻｶｲ ﾃﾙｵ坂　井　輝　雄 0:37:24.8タートルライダーズ札68 北広島市8 330 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾃﾙ上　田　敏　照 0:37:28.7厚別ランナーズ64 札幌市9 333 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼﾞﾛｳ清　水　保次郎 0:37:31.5北海道マスターズ陸上66 札幌市10 365 ﾁｶｷﾖ ｹﾝｼﾞ近　清　健　二 0:37:59.5アスビック62 札幌市11 369 ｺﾐ ﾕｷｵ古　味　行　雄 0:38:32.363 恵庭市12 350 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ影　山　孝　光 0:39:12.169 札幌市13 337 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ長谷川　俊　雄 0:39:20.0千歳川　ＲＣ71 千歳市14 310 ｱｷﾔﾏ ｹﾝ秋　山　　　憲 0:41:03.769 江別市15 336 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ山　口　　　茂 0:41:59.173 札幌市16 325 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ羽　賀　宗　博 0:42:11.2チームＨＡＧＡ63 札幌市17 358 ｶﾜｲ ｾｲｼﾞ川　井　晟　司 0:42:11.9上富良野ＲＣ70 上富良野町18 383 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾉﾙ竹　村　　　実 0:42:33.2下流老人渋太く生きる62 札幌市19 344 ｽｽﾞﾀ ｼｹﾞｵ鈴　田　重　雄 0:43:04.9萌Ｒ66 札幌市20 306 ﾎﾘｳﾁ ﾏﾓﾙ堀　内　　　衛 0:43:08.4いけまぜアドベンチャ73 江別市21 345 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾀｶ大　橋　康　孝 0:43:26.8札幌秀友会病院65 札幌市22 366 ｲﾜﾑﾗ ﾖｼｵ岩　村　芳　夫 0:43:40.9アスビック61 北広島市23 380 ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾂ板　垣　　　哲 0:43:53.162 江別市24 339 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞｵﾐ藤　原　倭　臣 0:44:02.2桜木ゴールド70 千歳市25 377 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ山　田　昭　男 0:45:09.4石狩花川中央76 石狩市26 334 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞｵ渋　谷　秀　雄 0:45:17.076 上士幌町27 367 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾋｺ中　村　南津彦 0:46:25.5道マラソンＣ69 札幌市28 388 ﾌﾙｳﾁ ﾄｼﾊﾙ古　内　俊　治 0:46:51.1チームカゴメ65 千歳市29 302 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ福　田　直　樹 0:47:33.4北海道銀行ＯＢ69 札幌市30 312 ｶﾝﾉ ｻﾄﾙ菅　野　　　聡 0:47:43.6道埋文センター60 札幌市31 338 ｱｻﾘ ﾏｻﾋﾛ浅　利　雅　裕 0:47:44.366 恵庭市32 363 ｲｼﾑﾗ ｲｻｵ石　村　勇　雄 0:47:57.1藤野ベアーズ77 札幌市33 386 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ佐　藤　　　宏 0:48:01.365 岩見沢市34 360 ｵｻﾅｲ ｹﾝｴﾂ長　内　賢　悦 0:48:03.871 札幌市35 359 ｼﾐｽﾞ ｸｲﾁ志　水　九　一 0:48:15.9上富良野ＸＣ77 上富良野町36 357 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ池　田　義　貢 0:48:22.8上富良野ＲＣ72 上富良野町37 378 ﾀｶﾏﾂ ｱﾂｼ高　松　敦　志 0:48:26.0カタツムリＡＣ65 札幌市38 385 ｽﾀﾞ ﾌｻﾉﾘ須　田　房　則 0:48:37.769 小樽市39 322 ﾉｿﾞｴ ﾖｼｱｷ野　副　義　明 0:48:41.6恵庭走友会77 恵庭市40 368 ｲﾁﾉｾｷ ﾂﾄﾑ一　関　　　勉 0:49:17.4北海道マラソンクラブ68 札幌市41 307 ﾀｶﾏﾂ ﾀｹｼ髙　松　　　剛 0:49:40.270 江別市42 301 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ髙　橋　政　志 0:49:48.1虹ヶ丘ＲＣ62 北広島市43 374 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ中　原　　　敏 0:50:01.067 札幌市44 356 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ愛　沢　正　信 0:50:01.9北ひろしま福祉会ＲＣ67 恵庭市45 382 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ加　藤　孝　明 0:50:02.9青空63 札幌市46 305 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｵﾐ河　本　高　臣 0:50:18.674 恵庭市47 353 ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾐ風　間　健　美 0:50:26.872 札幌市48 323 ｶｸﾉ ｺｳｼﾞ角　野　耕　次 0:50:51.861 札幌市49 381 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ伊　藤　　　悟 0:50:53.667 千葉県50 315 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ岡　村　　　猛 0:51:37.265 江別市
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順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 カナカナカナカナ 記録記録記録記録ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン

D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)D 一般男子10km(60歳以上)

所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ年齢年齢年齢年齢 市町村市町村市町村市町村51 335 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ菅　原　昭　一 0:51:52.273 札幌市52 329 ﾄﾐｻﾞﾜ ｵｻﾑ富　沢　　　修 0:52:06.4小樽ＷＳＣ71 札幌市53 346 ﾔﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ山　家　秀　正 0:52:08.661 倶知安町54 320 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｾﾞﾝ山　口　勝　然 0:52:14.9藤野ワイナリィー72 札幌市55 372 ｲｼﾓﾄ ﾕｷｵ石　本　幸　男 0:52:37.2三笠市70 三笠市56 348 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ上　林　　　孝 0:52:50.9北海道ライフスポーツ69 札幌市57 311 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾊｼﾞﾒ永　幡　　　肇 0:52:51.5健土健民63 江別市58 349 ｻﾄｳ ﾀｹｼ佐　藤　丈　史 0:53:37.5レミチャンズ82 札幌市59 355 ﾌﾙﾐﾄﾞｳ ﾋｻｼ古御堂　　　久 0:54:18.1ＭＥＴＩ★ＡＣ61 札幌市60 328 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ青　木　憲　一 0:56:10.4サッポロペンタスロン69 札幌市61 324 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ鈴　木　伸　二 0:57:19.463 江別市62 341 ﾔﾝﾍﾞ ﾀｶﾖｼ山　家　崟　佳 0:57:47.473 江別市63 308 ﾌｼﾞｲ ｵｻﾑ藤　井　　　治 0:57:57.862 江別市64 376 ｳｶｲ ﾀｶｼ鵜　飼　　　喬 0:58:14.366 札幌市65 342 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ可香谷　　　淳 0:58:30.0千歳ＰＳＯＢＸＣ65 恵庭市66 318 ｵｵｴ ﾖｼﾋﾛ大　江　義　広 0:58:40.062 札幌市67 398 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ坂　本　正　俊 0:58:57.066 当別町68 390 ﾐｶﾐ ｼｮｳｼﾞ三　上　昭　二 0:59:48.4藤野緑町町内会69 札幌市69 319 ﾇﾏﾀ ｸﾆｵ沼　田　邦　夫 1:01:09.768 江別市70 379 ﾀﾃﾉ ﾋﾃﾞｵ館　野　英　雄 1:01:13.9清田梅林ＸＣ74 札幌市71 371 ｱﾗﾀ ﾀｶｼ荒　田　孝　司 1:02:06.6増毛山道の会67 江別市72 347 ｾｷｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ関　口　英　二 1:04:10.274 石狩市73 351 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ石　井　正　之 1:06:53.173 札幌市74 384 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ小　林　茂　雄 1:07:09.3塗夢装屋の冒険70 苫小牧市75 354 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ高　橋　正　弘 1:07:10.175 札幌市76 317 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾈｵ松　本　常　雄 1:07:29.0ビスケットＲＴ74 江別市77 314 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ松　本　　　光 1:07:51.879 江別市78 313 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾕｷ中　西　隆　行 1:08:14.368 江別市79 332 ｵｵﾉ ｶﾂﾋｺ大　野　克　彦 1:09:19.7ほくでんＲＣ69 札幌市80 327 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ川　嶋　　　修 1:09:56.3ＸＣ－マコマナイ64 札幌市81 303 ｲﾄｳ ｼｹﾞｵ伊　藤　茂　生 1:10:05.979 江別市82 393 ﾀﾞｲｸ ｶｵﾙ大　工　　　薫 1:10:39.1北海道歩くスキー協会79 札幌市83 326 ﾏﾂﾉｳ ﾏｻｽｴ松　能　正　末 1:12:49.673 札幌市84 395 ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ倉　本　嘉　裕 1:13:11.774 石狩市85 396 ﾌﾅﾉ ﾀｶｼ舩　野　　　隆 1:22:56.781 札幌市86 309 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ阿　部　　　実 1:29:56.5江別走ろう会83 江別市87 343 ﾐﾔｹ ﾄｼｵ三　宅　敏　雄 1:35:58.865 東京都
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