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順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

1 474 武石 大地 ﾀｹｲｼ ﾀﾞｲﾁ 北海道 釧路厚生社 2:33:33

2 673 髙野 勇登 ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 千葉県 ＰＴＣ 2:34:01

3 664 松田 祐輔 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫県 兵庫県 2:35:13

4 481 吉田 智哉 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 神奈川県 ＨＭＣ 2:37:13

5 571 藤井 太雅 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 北海道 千歳市 2:38:25

6 690 中山 実貴 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 滋賀県 滋賀県 2:38:50

7 519 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県 岩手県庁 2:39:15

8 579 猪俣 圭介 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 北海道 千歳市 2:39:59

9 541 川端 一成 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｯｾｲ 北海道 札幌エクセル 2:39:59

10 679 清水 佑記 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 愛媛県 松山マスターズ 2:42:00

11 410 吉村 匠 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 千葉県 ＡＳＲＣ 2:42:33

12 550 須賀 洋之 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 酒猿組 2:42:36

13 899 新関 友基 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ 北海道 （株）奥村組 2:42:45

14 559 江口 詢 ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知県 愛知県 2:43:12

15 514 宮城 武斗 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾄ 沖縄県 ベル２４ 2:43:29

16 996 今野 豪 ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ 北海道 札幌市 2:43:49

17 905 瀬戸 一世 ｾﾄ ｲｯｾｲ 千葉県 千葉県 2:44:22

18 660 内尾 知生 ｳﾁｵ ﾄﾓｷ 千葉県 出光ファインコ 2:44:37

19 333 太刀川 晋平 ﾀﾁｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 北海道 札幌市 2:44:51

20 450 川嶋 隆志 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 北海道 伊達市 2:45:54

21 920 宇津美 佳知 ｳﾂﾐ ﾖｼﾄﾓ 静岡県 静岡県 2:46:23

22 1074 米田 靖 ﾖﾈﾀ ﾔｽｼ 埼玉県 埼玉県 2:46:24

23 440 川上 淳男 ｶﾜｶﾐ ｱﾂｵ 埼玉県 埼玉県 2:46:28

24 2290 秋積 大地 ｱｷﾂﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 埼玉県 埼玉県 2:46:40

25 349 滝沢 優也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 東京都 東京都 2:46:57

26 1128 渡邊 勇心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 北海道 ジョブロジック 2:47:25

27 1257 中屋 裕貴 ﾅｶﾔ ﾋﾛﾀｶ 北海道 帯広市 2:47:29

28 855 笠谷 賢二郎 ｶｻﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大阪府 大阪府 2:47:30

29 971 荒川 洋介 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｽｹ 北海道 北清企業 2:47:31

30 783 土田 貴彦 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 千葉県 アボット福走会 2:47:39

31 604 山田 正宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 北海道 札幌市 2:47:59

32 1264 大宅 良輔 ｵｵﾔ ﾘｮｳｽｹ 福岡県 産業医科大病院 2:48:03

33 871 小西 慎一郎 ｺﾆｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 神奈川県 2:48:22

34 613 片山 裕太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 北海道 札幌市 2:48:30

35 798 渋谷 暁 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 北海道 ＲＵＮな人 2:48:35

36 1030 荻原 慶也 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲﾔ 千葉県 浦安ランナーズ 2:48:44

37 612 畑 悠人 ﾊﾀ ﾕｳﾄ 兵庫県 ｍａｓａｉ 2:48:49

38 1115 五十嵐 修一 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｲﾁ 北海道 雷兄弟 2:48:51

39 2398 石川 昇大 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 滋賀県 滋賀県 2:49:40

40 1144 金綱 航平 ｶﾈﾂﾅ ｺｳﾍｲ 北海道 羊蹄会 2:49:42
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41 1195 須藤 雅文 ｽﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 北海道 千歳市 2:49:51

42 1016 尾崎 恭志 ｵｻﾞｷ ﾔｽｼ 静岡県 チームオザキ 2:50:23

43 658 仲嶺 潤 ﾅｶﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 沖縄県 フリー 2:50:37

44 1009 大高 拓也 ｵｵﾀｶ ﾀｸﾔ 埼玉県 埼玉県 2:50:52

45 494 坂東 宗明 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｿｳﾒｲ 東京都 東京都 2:50:56

46 720 村田 賢吾 ﾑﾗﾀ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 埼玉県 2:50:58

47 643 大島 陵右 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 湘南ランクラブ 2:51:03

48 2248 正野 祐介 ﾏｻﾉ ﾕｳｽｹ 北海道 南富良野小学校 2:51:15

49 768 三澤 善尚 ﾐｻﾜ ﾖｼﾋｻ 北海道 チームアクロス 2:51:16

50 1010 中南 智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 北海道 札幌市役所 2:51:40
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