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1 髙　久　　　龍 ヤクルト
2 小　椋　裕　介 ヤクルト
3 定　方　俊　樹 三菱重工
5 湯　澤　　　舜 ＳＧＨ
6 村　本　一　樹 住友電工
7 青　木　　　優 カネボウ
8 市　山　　　翼 小森コーポ
101 作　田　将　希 ＪＲ東日本
102 作　田　直　也 ＪＲ東日本
103 林　　　奎　介 ＧＭＯ
104 堀　尾　謙　介 九電工
105 細　森　大　輔 ＹＫＫ
106 藤　川　拓　也 中国電力
107 小　山　裕　太 トーエネック
108 大　石　港　与 トヨタ自動車
109 小　山　直　城 Ｈｏｎｄａ
110 清　谷　　　匠 中国電力
111 オマーレ　ドミニク　ニャイロ ＮＴＴ西日本
112 山　口　　　武 西鉄
113 平　田　幸四郎 ＳＧＨ
114 兼　実　省　伍 中国電力
115 金　森　寛　人 小森コーポ
116 安　井　雄　一 トヨタ自動車
117 松　本　　　稜 トヨタ自動車
118 西　澤　佳　洋 小森コーポ
119 熊　谷　拓　馬 住友電工
120 鈴　木　　　忠 スズキ
121 柴　田　拓　真 小森コーポ
122 畔　上　和　弥 トヨタ自動車
124 橋　本　　　崚 ＧＭＯ
125 東　　　瑞　基 愛三工業
126 伊　勢　翔　吾 コニカミノルタ
127 松　尾　良　一 旭化成
128 濱　崎　達　規 なんじぃＡＣ
129 堀　合　大　輔 ヤクルト
130 高　田　康　暉 住友電工
131 口　町　　　亮 ＳＵＢＡＲＵ
132 大　﨑　　　遼 小森コーポ
133 山　田　　　学 スズキ
134 仲　村　尚　毅 旭化成
135 竹　内　竜　真 ＮＤソフト
136 高　橋　雅　人 ＴＲＡＣＫ東京
137 八　巻　雄　飛 ＳＧＨ
138 國　司　寛　人 旭化成
139 加　藤　　　平 新電元工業
140 牛　山　純　一 シティランナー
141 江　島　崚　太 三菱重工
142 大　山　憲　明 コニカミノルタ
143 渡　邉　清　紘 ＮＤソフト
144 荻久保　寛　也 ヤクルト
145 厚　浦　大　地 ＮＤソフト
146 齋　藤　拓　也 日税ビジネス
147 大　橋　真　弥 宮城陸協
148 安　田　共　貴 九電工
149 門　出　康　孝 ＴｅａｍＭｘＫ
150 秋　山　太　陽 森ビル
151 柴　田　憲　志 ＮＭＭＴＥＡＭ
152 竹　澤　想　大 ＴｅａｍＭｘＫ
153 松　岡　直　希 ＮＭＭＴＥＡＭ
154 樽　木　将　吾 湘南ランズ
155 杉　保　滉　太 スズキ
156 橋　爪　孝　安 ＳＧＨ
157 荒　幡　寛　人 埼玉陸協
159 坪　井　響　己 新電元工業
160 朝　倉　和　眞 宮城陸協
161 阿　部　飛雄馬 ＴｅａｍＭｘＫ
162 相　馬　崇　史 大塚製薬
163 小　松　巧　弥 ＮＴＴ西日本
164 黒　川　翔　矢 ＪＲ東日本
165 西　　　研　人 大阪ガス
166 辻　村　公　佑 大阪ガス
167 柏　　　優　吾 東洋大学
168 川　端　千　都 ＳＧＨ
169 ルカ　ムセンビ 東京国際大学
170 蜂須賀　　　源 コニカミノルタ
171 牧　野　冴　希 埼玉大学
172 前　山　晃太郎 ＮＤソフト
173 村　上　太　一 東洋大学
174 渡　邊　太　陽 戸上電機製作所
175 森　橋　完　介 ＰＴＣ
176 清　野　太　雅 東洋大学
177 大　倉　秀　太 ＮＤソフト
178 伊　東　颯　汰 九電工
179 森　井　勇　磨 京都陸協
180 十文字　優　一 東洋大学
181 豊　田　紘　大 岡山商大附ＡＣ
182 坪　井　　　慧 コニカミノルタ
183 室　伏　穂　高 静岡陸協
301 ガンドゥ　ベンジャミン 栃木陸協
302 松　村　拓　希 東京国際大ＲＣ
303 寺　倉　万　敬 東京都
304 原　田　　　拓 ＦＲＯＧ
305 田　上　寛　之 武蔵野市陸協
306 辻　川　　　諒 東京陸協
307 浜　本　力　太 福岡県
308 秋　澤　啓　尚 横須賀市陸協
309 福　田　裕　大 石川
310 瀬　口　啓　太 兵庫ハンモック
311 森　田　雄　貴 東京大学大学院
312 濱　田　翔　平 福岡陸協
313 今　井　隆　生 ＳＳＡＣ
314 藤　井　　　祐 札幌陸協
315 久　本　駿　輔 ＧＲｌａｂ

316 鎌　田　紘　宜 ＴｅａｍＭ×Ｋ
317 伊　藤　達　哉 青森陸協
318 渡　邊　晋　史 Ａプロジェクト
319 宮　内　雄　大 川崎陸協
320 矢　島　雄　平 千曲市陸協
321 樋　口　晃　大 東京陸協
322 近　並　　　郷 ＮＥＸＵＳ
323 山　口　敏　生 エクセルＡＣ
324 高　林　遼　哉 ＳＴメイセイ
325 風　見　　　尚 愛三工業
326 佐々木　　　海 一橋大学大学院
327 長　岡　武　文 大阪陸協
328 木　村　直　也 滝川市役所
329 安　藤　貴　信 東京陸協
330 中　島　充　博 上尾市陸協
331 渡　邉　祐　二 ＫＹＢ
332 小　西　耕　生 空知陸協
333 太刀川　晋　平 札幌市
334 松　尾　尚　輝 鹿児島県陸協
335 合　場　雅　志 石川陸協
336 仲　間　孝　大 経営支援センタ
337 日　野　泰　正 エクセルＡＣ
338 神　　　直　之 北星病院
339 西　山　　　優 奈良陸協
340 津　田　昌　樹 愛知県庁クラブ
341 鈴　木　　　輝 慶應義塾大学
342 石　嵜　寛　之 上智大学
343 武　藤　晃　治 三菱重工名古屋
344 池　田　大　樹 上尾市陸上競技
345 棚　橋　建　太 ２８７０
346 新　田　雄　大 三重陸協
347 三　浦　優　平 東京陸協
348 高　橋　幸　二 オキＨＤ
349 滝　沢　優　也 東京都
350 高　橋　孝　弘 作．ＡＣ旭川
351 柳　澤　威　臣 柳澤屋玉風味
352 冨　高　一　成 ランプロ北九州
353 坂　本　直　希 宮城陸協
354 金　内　健　治 作．ＡＣ北海道
355 大久保　利　哉 愛知県庁クラブ
356 川　口　将　宏 相模原市陸協
357 小　野　喜　之 岡山陸協
358 岩　山　海　渡 奈良陸協
359 澤　井　　　玄 作．ＡＣ北海道
360 山　村　征　希 横浜市陸協
361 仁戸田　正　輝 侍４
362 神　原　哲　士 日南市陸協
363 大　間　　　塁 札幌陸協
364 濱　崎　武　雅 ｇａｔｅａｍ
365 平　賀　翔　太 東京都
366 滑　　　和　也 作．ＡＣ北海道
367 喜　多　芳　久 大阪マスターズ
368 東小薗　慎　介 ＤＥＥＡＲＳ
369 茂　原　將　悟 群馬県
370 高　橋　寛　幸 京都陸協
371 村　上　　　生 Ｒ２西日本
372 廣　木　大　地 緑走クラブ
373 衣　斐　俊　彦 ＧＲｌａｂ兵庫
374 吉　田　慶　哉 ぬまちゃんず
375 猪　瀬　祐　輔 吉本興業
376 清　原　和　博 ＳＧＡＣ
377 田　島　　　颯 坂戸市陸協
378 馬　橋　陽　太 坂戸市陸協
379 山　中　一　輝 作．ＡＣ北海道
380 花　井　志　朗 Ｒ２北海道
381 国　友　祐　磨 東京陸協
382 植　村　雄一郎 東京陸協
383 正　岡　　　隼 ユナイテッド
384 小　林　優　史 栃木陸協
385 塚　本　浩　一 肥後銀行
386 内　山　雄　貴 東京都庁
387 坂　上　佳　也 ＲＦＡＪＰＮ
388 友　井　悠　人 諏訪市陸協
389 深　谷　　　慧 Ｘ－Ｒａｂｂｉ
390 上　原　一　真 鹿児島陸協
391 柳　澤　瑞　樹 上田陸協
392 江　口　尚　志 室見川ＲＣ
393 西　澤　誠　二 ＯＢＲＳ
394 小　林　尚　生 日高町役場
395 飯　田　康　平 東京陸協
396 不　破　佑　太 京都陸協
397 高　石　陽　平 和歌山ＲＣ
398 三　宅　陸　斗 ユナイテッド
399 佐　川　元　太 Ｇ－ｔｅｃ
400 渋　谷　泰　則 札幌市
401 安　西　健二郎 長崎長与ＡＣ
402 若　生　昇　太 千葉陸協
403 三　原　佑　太 北極星ＡＣ
404 田　島　祐　介 東京陸協
405 有　福　悠　汰 東京陸協
406 三　浦　拓　哉 上尾市陸協
407 渡久地　政　海 ４４９ＲＣ
408 上　田　　　譲 グロマン
409 林　　　英　明 セントポール
410 吉　村　　　匠 ＡＳＲＣ
411 高　澤　啓　之 川越市陸協
412 児　山　　　覚 クラブＲ２沖縄
413 多　勢　浩　二 大阪府
414 長　井　和　樹 ちばりよ～ＲＣ
415 上　川　英一郎 ＢＴ
416 武　岡　秀　樹 ジュピターＲＣ
417 加瀬谷　　　拓 宮城県陸協
418 西　沼　佑　司 遠軽自衛隊

419 海　部　知　則 宮城陸協
420 坂　東　　　篤 リスタート
421 島　　　翔　吾 福岡陸協
422 増　田　勇　太 茅ヶ崎市役所
423 阿　部　　　靖 東京陸協
424 早　川　　　薫 青森陸協
425 大　石　　　賢 内田治療院ＡＣ
426 鈴　木　健　祐 茨城陸協
427 牧　野　祐　季 作．ＡＣ北海道
428 長　副　紘　樹 ＧＲｌａｂ関東
429 村　川　雄　一 東京都
430 藤　田　宗　宏 神戸市陸協
431 安　田　砂土志 埼玉マスターズ
432 滝　　　肇　也 札幌陸協
433 笹　井　　　卓 十勝陸協
434 高　村　拓　哉 広島市役所
435 板　垣　洋　平 立川陸協
436 毛　利　貴　一 愛知陸協
437 深　瀬　雅　文 神奈川県
438 中　澤　　　啓 ＡＢＣマート
439 佐　藤　友　飛 名城ＡＲＣ
440 川　上　淳　男 埼玉県
441 根　本　夏　生 川崎市陸協
442 大　上　克　也 鹿追町役場
443 布　目　　　航 札幌陸協
444 髙　橋　尚　之 Ｇ－ｔｅｃ
445 川　人　慎　二 狭山池夕焼けラ
446 内　田　賢　人 東京都
447 山　内　英　昭 浜松ホトニクス
448 横大路　広　也 富山陸協
449 森　永　敏　史 東京陸協
450 川　嶋　隆　志 伊達市
451 猪　瀬　和　広 北極星ＡＣ
452 松　岡　宏　樹 Ｒ２北海道
453 田　中　亮　太 作．ＡＣ北海道
454 池　内　雅　裕 東京陸協
455 清　水　　　誠 館林陸上クラブ
456 佐　野　昌　幸 千葉陸協
457 新　井　　　龍 東京陸上競技会
458 大　西　洋　彰 ＯＢＲＳ
459 椎　名　敦　也 千葉陸協
460 池　亀　　　透 ＧＲｌａｂ兵庫
461 伊　澤　優　人 ＧＬＡＣ
462 杉　山　　　悠 栃木陸協
463 吉　成　祐　人 群馬大学
464 酒　井　優　一 さいたま市陸協
465 川　瀬　宙　夢 筑波ウィンド
466 孫　田　礼　人 小松島市陸協
467 松　田　純　平 ＤｒｅａｍＡＣ
468 木　村　宣　久 岡山ＡＣ
469 丸　山　航　輝 ＮＩＮＥ　ＴＣ
470 石　河　正　実 東京陸協
471 池　永　洋　和 ウィングＡＣ
472 小　川　慶　図 千葉陸協
473 川　鍋　哲　一 東京都
474 武　石　大　地 釧路厚生社
475 金　野　人　史 吉崎倶楽部
476 芳　賀　規　彰 北海道中央バス
477 野　上　翔　平 東ソー
478 駒　井　雅　康 ★★北海熊
479 児　玉　慎太郎 航空自衛隊千歳
480 円　谷　光　佑 埼玉陸協
481 吉　田　智　哉 ＨＭＣ
482 山　下　尭　哉 札幌市
483 島　村　和　宏 北のサガン虎男
484 河　田　　　晃 兵庫県
485 島　谷　　　樹 作．ＡＣ北海道
486 安　達　律　郎 東京都
487 谷　口　　　蒼 陸上部
488 加　藤　　　甫 東京陸協
489 中　谷　謙　太 さいたま市陸協
490 古和田　　　響 ＲＳＬＡＢ
491 坂　田　博　之 東京都
492 渡　邉　裕　晴 見次クラブ
493 藪　田　峻　也 千葉陸協
494 坂　東　宗　明 東京都
495 野　永　健　宏 日野自動車陸上
496 坂　詰　北　斗 東京陸協
497 成　田　圭　佑 宮城県
498 坂　　　秀　雄 三鷹市陸協
499 服　部　史　寛 安芸陸協
500 新　関　涼　介 ＲＦＡＪＰＮ
501 鈴　木　正　彦 ＴｅａｍＭｘＫ
502 三津家　貴　也 東京陸協
503 斉　藤　太　一 アシックスＲＣ
504 上　條　記　男 東京陸協
505 加　藤　陽　介 札幌市
506 島　津　正　孝 東京陸協
507 山　下　智　弘 ＳＦＩＤＡ奈良
508 高　垣　達　也 神奈川県
509 山　本　直　博 サウルスジャパ
510 筧　　　善　朗 札幌陸協
511 宮　園　太　志 広島疾風
512 池　上　大　輔 愛知県庁クラブ
513 深　澤　洋　志 東京陸協
514 宮　城　武　斗 ベル２４
515 牧　田　　　完 大日本印刷
516 小　濱　健　太 東京陸競
517 村　上　貴　彦 ＯＮＥＴＯＫＹ
518 富　田　繁　生 福岡陸協
519 藤　原　孝　志 岩手県庁
520 我　妻　　　総 鴨川走友会
521 横　山　　　司 室蘭地方陸協

522 玉　川　　　慧 滋賀陸協
523 山　本　広　夢 立川市陸協
524 西　野　　　悠 広島市役所
525 品　田　雅　人 札幌陸協
526 高　岸　俊　幸 ＫＡＲＡんＳＵ
527 児　玉　明　紀 沖縄陸協
528 大　滝　一　夫 北極星ＡＣ
529 吉　田　健太郎 東京陸協
530 石　川　昌　敬 室見川ＲＣ
531 羽　川　英　一 茅野市陸協
532 富　樫　建　太 ちばりよ～ＲＣ
533 南　雲　信之介 ＴＴＡ
534 松　岡　義　之 サウルスジャパ
535 齊　藤　健　太 Ｒ２東日本
536 西　澤　悟　志 山二発條
537 高　田　大　介 静岡陸協
538 小　林　悠　太 東京都
539 樫　谷　伸　男 海部郡陸協
540 菅　原　隼　希 鶴岡市陸協
541 川　端　一　成 札幌エクセル
542 川　崎　貴　裕 鳥栖陸競
543 大　山　　　翼 沖縄陸協
544 横　坂　卓　也 富士森走友会
545 岡　田　心　一 ワコオ工業
546 北　川　誠　晃 奈良陸協
547 松　田　和　磨 ＳＯＭＰＯＲＣ
548 河　添　哲　也 柳井市陸協
549 山　中　章　宣 大和市役所
550 須　賀　洋　之 酒猿組
551 筒　井　優　吉 ラブＲ２東日本
552 川　原　健　太 佐賀陸協
553 佐　藤　岳　人 ハイライフサポ
554 山　崎　弘　靖 草薙激走会
555 瀬　能　拓　真 作．ＡＣ北海道
556 西　尾　　　純 大阪陸協
557 小　栗　弘　幸 ＬＡＢＯ美容室
558 鎌　田　裕　樹 千葉陸協
559 江　口　　　詢 愛知県
560 桑　野　博　輔 ＢＴ
561 関　口　知　宏 富士・富士宮Ａ
562 出　口　直　樹 福岡県
563 上　山　祥　史 東京陸上競技会
564 山　本　真　也 日新ＡＣ
565 高　橋　俊　幸 札幌陸協
566 小　谷　　　浩 アシックスＲＣ
567 森　　　雅　俊 ＲＵＮＷＥＢ
568 斎　藤　和　也 Ｑ．Ａ．ＬＡＢ
569 池　田　憲　史 明石陸協
570 間　嶋　　　陵 大阪陸協
571 藤　井　太　雅 千歳市
572 吉　見　政　悟 えもと塾
573 西　岡　賢　一 ＦＬＡＴＲＣ
574 大　瀬　和　文 サロモン
575 清　本　芳　史 産業医大ＲＣ
576 吉　川　修　平 松戸市陸協
577 橋　本　修　吾 京都陸協
578 野　口　太　甫 三重県
579 猪　俣　圭　介 千歳市
580 宮　崎　栄　一 ＰＴＣ
581 福　田　圭　介 千葉陸連
582 廣　川　和　暉 チーム０１５５
583 大　村　展　弘 東京陸協
584 渡　邊　伸　祐 小樽陸協
585 佐　藤　　　壮 東京消防庁
586 佐　藤　真　吾 ＪＲ北海道ＭＣ
587 林　　　邦　彦 小田原ＮＲ
588 掛　園　敦　征 佐賀陸協
589 小　川　博　史 天白川走友会
590 阿　部　雅　行 作．ＡＣ北海道
591 原　田　眞　光 東京陸上競技会
592 石　澤　毅　士 栃木陸協
593 片　岡　慎　介 札幌陸協
594 若　月　法　洋 Ｒ２東日本
595 石　田　克　成 多摩川クラブ
596 丸　岡　真　輝 天童東村山陸協
597 北　　　正　樹 チームＥＩＺＯ
598 荒　木　孝　文 ウィングＡＣ
599 山　口　大　貴 岡山県
600 原　井　啓　丞 Ｒ２北海道
601 堀　　　一　行 ロン毛倶楽部
602 衣　笠　一　喜 東京陸協
603 千　坂　充　宏 茨城陸協
604 山　田　正　宏 札幌市
605 佐　藤　圭　太 滋賀陸協
606 伊　藤　健　介 Ｒ２東日本
607 山　口　　　満 東京陸協
608 渡　辺　賢　人 出光千葉
609 染　矢　大　翔 出光興産
610 中　川　　　整 札幌市
611 長　　　秀　憲 北極星ＡＣ
612 畑　　　悠　人 ｍａｓａｉ
613 片　山　裕　太 札幌市
614 安　島　雄　二 宮城陸協
615 田　口　雄　誠 大和市陸協
616 森　　　正　裕 チーム嶋田組
617 水　落　徳　哲 ＦＲＣ
618 作　田　　　徹 作．ＡＣ北海道
619 中　山　隼　人 富山陸協
620 藤　井　力　吉 髙橋水産札幌
621 中　川　光　二 愛媛陸協
622 浅　地　晴　信 福島県南陸連
623 島　田　裕　二 東京陸協
624 飯　野　拓　真 長野市陸協
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625 齊　藤　太　郎 ニッポンランナ
626 下　村　太　郎 東京陸協
627 久保田　　　進 道南陸協
628 山　本　浩　平 カミフＧＳＤＦ
629 後　藤　洋　平 道南陸協
630 南　波　直　満 長岡市陸協
631 島　本　敏　史 庄内ＲＴ
632 宮　嶋　　　馨 ＣＲ２北海道
633 竹　田　明　弘 枚方マスターズ
634 後　口　洋　史 ルート８４６
635 小　堀　　　光 樂走組
636 西　村　殊　寛 兵庫県
637 宮　路　胤　哉 ＴＥＡＭＲｘＬ
638 菅　　　悠　介 作．ＡＣ札幌
639 山　本　貴　大 神奈川県
640 福　田　　　渉 クラブＲ２東北
641 加　藤　恵　司 札幌陸協
642 藤　吉　宏　信 鹿児島陸協
643 大　島　陵　右 湘南ランクラブ
644 大久保　貴　之 東京陸競
645 渡　辺　伸　吾 東京陸協
646 山　崎　一　樹 鳥取県
647 岡　部　高　文 新潟楽走会
648 山　崎　賢　雄 ＹＡ
649 鈴　木　勇汰郎 チーム気仙沼
650 濱　岡　　　敦 日立大みか
651 曽　根　　　新 山梨陸協
652 松　田　拓　朗 ＯＴＲＣ
653 藤　田　　　学 秋田陸協
654 須　藤　　　剛 ＷｉｎｄＲｕｎ
655 須　田　裕　樹 室蘭入江ＲＣ
656 野　寄　真　史 火曜日練習会
657 緑　川　大　貴 尼崎ナイト
658 仲　嶺　　　潤 フリー
659 吉　田　茂　樹 川口市陸協
660 内　尾　知　生 出光ファインコ
661 渡　辺　　　諒 愛知陸協
662 秋　野　僚　太 北海道大学
663 川　瀬　育　夢 愛知陸協
664 松　田　祐　輔 兵庫県
665 勝　野　潤　一 千歳ランナーズ
666 北　原　知　孝 東京陸協
667 後　藤　修　人 札幌市
668 山　崎　佑太郎 クラブＲ２
669 原　　　翔　平 埼玉陸連
670 古　田　尚太郎 静岡陸協
671 岩　田　貴　一 １００２６
672 吉　田　尚　平 ＪＩＮＧＥＲ
673 髙　野　勇　登 ＰＴＣ
674 大　田　伸　彦 多治見ランナー
675 江　口　　　竣 千葉県
676 宇佐美　弘　光 道南ＲＣ
677 吉　留　佑　悟 埼玉大学大学院
678 野　口　正　人 すぽるとマック
679 清　水　佑　記 松山マスターズ
680 西　田　駿　児 本城陸上クラブ
681 川　口　翔　平 静岡陸協
682 和　地　祥　太 川崎市役所
683 梶　原　崇　嗣 札幌陸協
684 長谷川　博　一 愛知県
685 田　中　芳　幸 奈良陸上競技協
686 金　子　昌　央 東京陸協
687 向　井　悠　介 グッドラック
688 市　川　航　大 Ｔ．Ｇ．Ｋ
689 林　　　紀　宏 埼玉県
690 中　山　実　貴 滋賀県
691 山　本　貴　政 神奈川Ｍ
692 坂　入　徹　彦 茨城県
693 坂　巻　圭　一 三栄産業（株）
694 勝　部　晴　彦 鳥取県
695 西　本　将　典 Ｒ２中日本
696 荻　原　大　輔 茅ヶ崎市役所
697 早　川　浩　司 Ｒ２東日本
698 谷　川　尚　希 茨城陸協
699 後　藤　明　輝 ヤシマ商会
700 熊　沢　利　昭 Ｒ２東日本
701 並　木　　　秀 東京都
702 久保田　史　郎 チームアジア
703 小　島　隼　人 鹿族
704 志　賀　直　樹 竹田市陸協
705 石　黒　智　志 札幌市
706 鈴　木　伸太朗 クラブＲ２
707 金　子　武　史 横浜市陸協
708 高　梨　　　尚 ドルフィンズ
709 児　嶋　貴　昭 横浜市
710 谷　本　新之助 平取小学校
711 坂　梨　史　典 ＦＣランナーズ
712 谷　口　博　紀 ＦＬＤＨＯＵＳ
713 青　　　和　幸 三重陸協
714 鈴　木　裕　也 Ｒ２東日本
715 北　村　　　進 近畿日本鉄道
716 小　栗　　　卓 ＦＲＯＧ
717 浅　田　英　吾 但馬ＡＣ
718 松　永　健　士 健ちゃん練
719 麻　生　慎太郎 ＧＲＭＡＮ
720 村　田　賢　吾 埼玉県
721 力　石　明　久 兵庫県
722 寺久保　宇　飛 横浜市陸協
723 石　田　　　翼 三重県
724 伊　藤　智　基 ＺＥＲＯ
725 柳　沢　隼　人 北海道陸協
726 萩　野　裕　幸 大阪陸協
727 大　塚　　　航 富山陸協
728 小　松　武　司 札幌陸協
729 佐　藤　祐　徳 苫小牧地方陸協
730 川　口　大　貴 ＪＩＮＧＥＲ
731 神　里　裕　司 ＪＴＡＲＣ
732 山　田　祐　己 札幌陸協

733 大道寺　裕次郎 東京陸協
734 吉　田　智　史 群馬富岡市陸協
735 塚　野　貴　弘 Ｔ＆Ｃ
736 中　林　　　亮 Ｒ２東日本
737 遠　藤　大　輔 東京外国語大学
738 小　田　裕　也 ランプロ北九州
739 池　永　倫　人 北見市
740 橋　本　満　洋 ハノハノ陸上部
741 安　田　重　樹 ＳＷＡＣ
742 今　長　浩　一 尼崎ナイトラン
743 島　崎　昌　敏 作．ＡＣ札幌
744 八　島　昇　平 札幌市
745 志　村　　　航 東京都
746 岡　嶋　智　己 アールビーズ
747 荻　野　貴　史 横浜綜合
748 中　尾　孝　昭 ランプロ北九州
749 田　中　賢　一 松江市陸協
750 秀　平　直　人 岡山陸協
751 花　浦　昂太郎 東京陸協
752 田　口　雄　介 ＺＥＲＯ
753 吉　田　　　翔 Ｔ＆Ｍ
754 須　藤　　　建 前橋陸協
755 牧　田　浩　孝 川崎市陸協
756 鈴　木　智　之 苫小牧陸競
757 吉　田　浩　二 ウィングＡＣ
758 渡　辺　真　浩 Ｒ２北海道
759 津　村　廣　志 ズットラン
760 浜　田　貴　裕 東京陸協
761 大　井　雅　宏 東京都
762 半　藤　　　昂 ＲＵＮＷＥＢ
763 柳　原　　　隆 Ｔ・Ｔ－ＡＣ
764 飯　塚　宣　夫 千葉
765 赤　澤　省　吾 東京地下鉄
766 筒　井　　　豊 浦安ランナーズ
767 山　中　達　也 神奈川県
768 三　澤　善　尚 チームアクロス
769 赤　平　慎　也 道マラソンク
770 近　藤　雄　二 東京陸協
771 菊　池　解　歩 エスマラソン部
772 橋　　　亮　介 北極星ＡＣ
773 一ノ瀬　高　紀 滋賀県
774 常世田　智　明 Ｒ２中日本
776 佐　藤　和　仁 関体協
777 妹　尾　拓　海 ＧＲｌａｂ兵庫
778 成　田　　　大 室蘭入江ＲＣ
779 竹　内　紀　彦 ＡＳＲＣ
780 木　下　有一郎 ＦＲＯＧ
781 永　沼　達　郎 北海道大学
782 尾　崎　勝　海 前橋陸協
783 土　田　貴　彦 アボット福走会
784 内　藤　宏　志 トヨタ北海道
785 山　川　晃　央 健ちゃん練
786 中　村　たかし ブラジル
787 植　田　君　明 Ｈａｒｔ．
788 篠　原　直　秀 ランフィールド
789 山　内　隆　誠 ＦＲＯＧ
790 高　橋　靖　典 千葉陸連
791 天　野　直　哉 宮城県
792 岸　本　英　之 東京陸協
793 野　村　洋　一 埼玉陸協
794 畠　野　裕　史 調布市陸協
795 合　内　祥　之 山下ＰＭＣ
796 怡　土　順　治 福岡中央ＲＣ
797 松比良　　　剛 鹿児島陸協
798 渋　谷　　　暁 ＲＵＮな人
799 川　上　隆　夫 十勝陸協
800 中　林　洋　平 大阪陸協
801 鈴　木　　　考 宮城陸協
802 田　村　綾　太 日高キズナＲＣ
803 熊　谷　卓　哉 千葉陸上協会
804 網　谷　勇　俊 ＴＷＩＳＴ
805 仲　條　勇　斗 埼玉県
806 斉　藤　秀　斗 空知陸協
807 岩　崎　太　郎 東京陸連
808 伊　藤　真　悟 札幌市
809 服　部　　　努 ハニーアクショ
810 藤　田　太　郎 札幌市
811 馬　場　敦　志 宮スマイル院長
812 飯　島　健太郎 大阪陸協
813 今　西　祐　太 長居ＷＩＮＤ
814 中　野　　　光 Ｒ２東日本
815 久　保　　　祐 千歳市
816 岩　井　宏　晃 札幌陸協
817 藤　田　慎　一 走狂酔狂
818 渡　辺　　　修 福岡
819 須　藤　信　章 旭川市
820 佐　藤　壮　宏 凡人ＲＣ
821 吉　野　雅　仁 Ｒ２中日本
822 河　合　新太郎 凡人ＲＣ
823 宮　川　　　充 新潟市南区陸協
824 荒　谷　大　輔 埼玉大井ＲＣ
825 海老名　浩　之 ちばりよ
826 林　　　将　生 愛媛陸協
827 有　田　洋　二 松山ランナーズ
828 矢　崎　将　一 クラブＲ２
829 後　藤　則　史 ちばりよ～ＲＣ
830 斉　藤　小次郎 札幌市
831 佐　藤　　　惇 Ｒ２北海道
832 宮　川　泰　季 花巻ＡＣ
833 井　出　富　雄 東京陸協
834 古　賀　象二郎 福岡陸協
835 日　高　雄　貴 Ｇ－ｔｅｃ
836 佐　藤　恒　太 札幌市消防局
837 立　田　祥　久 ＨＴＢ
838 本　木　　　央 北海道陸協
839 藤　田　大　将 釈迦力
840 根　岸　　　浩 Ｒ×Ｌ＋
841 古　賀　紘　人 ＡＵＦ

842 樽　野　智　英 埼玉陸協
843 原　　　健　太 ＰＴＣ
844 南　　　武　宏 サウルス
845 沼　田　淳　一 我流ＡＣ
846 野　田　悦　郎 兵庫県
847 坪　田　和　久 福井県
848 茂　木　康　浩 東京陸協
849 国　府　貴　大 東京陸協
850 谷　成　主　一 ＢＴＲＣ沖縄
851 足　立　吉　信 マダックス
852 安　池　一　公 小田原ＮＲ
853 小　泉　大　輔 長野県
854 久　世　展　也 岡山陸協
855 笠　谷　賢二郎 大阪府
856 田　中　晃太朗 千葉県
857 櫻　井　　　豊 埼玉県
858 川　瀬　　　誠 ニッポンランナ
859 倉　岡　弁　慶 ＢＴＲＣ沖縄
860 佐　野　恒　平 ミズノ
861 山　本　史　暁 弥富市ＲＣ
862 高　橋　勇　輝 ＦＡＡＳ
863 藤　原　真　雄 絆ＲＣ
864 西　郷　孝　一 矢巾町陸協
865 井　上　慎一郎 平塚市陸協
866 阿　部　泰　明 チームパリマラ
867 ピッカリング　クリス ＪＣニセコ
868 中　條　誉　喬 サウルスジャパ
869 舟　部　亮　一 横須賀市役所
870 和　田　健　志 長久手ＲＣ
871 小　西　慎一郎 神奈川県
872 齊　藤　翔　一 群馬県
873 松　本　啓　岐 東京大学
874 森　川　寛　平 和歌山陸上競技
875 齊　藤　大　介 恵庭市
876 大　槻　雅　一 ちばりよ～ＲＣ
877 下　里　和　也 沖縄県
878 鈴　木　駿　友 千葉県
879 前　田　賢　二 和歌山県
880 谷　口　寛　和 福岡陸協
881 諸　留　寛　大 福岡県
882 永　井　義　之 富士森走友会
883 大　塚　崇　弘 三菱電機姫路
884 山　崎　　　哲 ＲＤＣ
885 深　田　智　一 福岡県
886 山　垣　純　也 ＧＲｌａｂ
887 佐　野　裕　樹 ウエスト一宮
888 八　巻　慧　悟 ＤＲＥＡＭ
889 中　塚　信　宏 長崎県
890 中　本　　　岳 広島県
891 村　上　　　啓 千歳１１ー２
892 後　井　洋　佑 京都府
893 篠　倉　智　明 東京陸上競技
894 高　橋　祐　基 道南陸協
895 青　野　敏　之 Ｏｎ
896 山　本　龍　一 ＪＡ全農
897 加　藤　基　行 内田治療院ＡＣ
898 新　田　太　一 陸連東京
899 新　関　友　基 （株）奥村組
900 田　部　雄　作 安平町
901 高　野　良　樹 北極星ＡＣ
902 中　田　真　琴 サウルス
903 五十嵐　　　健 トヨタモビ釧路
904 奥　洞　雄　也 岐阜陸協
905 瀬　戸　一　世 千葉県
906 松　下　孝　洋 東京都
907 後　和　直　樹 東京陸協
908 松　原　史　哲 神戸市陸協
909 藤　堂　真　人 東京陸連
910 天　満　栄　至 ＴＲＡＣ
911 黒　川　　　理 ＳＴ函南
912 金　沢　明　尚 ルチアーノ
913 森　　　智　史 神戸市陸協
914 作　田　大　翔 大阪府
915 藤　田　幸　樹 天山酒造
916 三　宅　大二郎 ベル２４
917 松　村　拓　海 ＧＲｌａｂ
918 芳　村　　　淳 Ｒ２東日本
919 歌屋敷　　　靖 東京陸協
920 宇津美　佳　知 静岡県
921 葉　狩　祐　司 ｌｅａｆ
922 中　川　　　聡 Ｒ２東日本
923 広　瀬　史　明 道北陸協
924 山　田　日出見 大阪陸連
925 竹　崎　泰　史 ＳＢＩアラプロ
926 薮　谷　幸　治 株式会社カネカ
927 中　田　吉　郎 Ｒ２西日本
928 重　松　健　由 駒沢公園ＪＣ
929 島　津　一　久 クラブＲ２
930 生　井　宏　明 東京陸協
931 城　田　泰　久 小金井おじ練
932 安　達　啓　一 愛知県庁クラブ
933 渡　部　勇　太 愛媛県
934 大　築　隆　之 ＳＷＡＣ
935 三　田　和　博 千歳ランナーズ
936 中　井　義　貴 サウルス滋賀
937 柳　澤　保　志 作．ＡＣ札幌
938 木　村　靖　往 Ｒ２中日本
939 宅　島　豊　人 ＤｒｅａｍＡＣ
940 山　口　浩　司 札幌スポ館ＲＣ
941 磯　部　純　一 トヨタ北海道
942 高　橋　忠　士 風土記の丘ラン
943 安　藤　裕　飛 Ｒ２北海道
944 藤　本　芳　哉 蛾眉野林産
945 川　西　宏　幸 ＴＴアスリート
946 中　島　圭　一 高知県庁
947 鬼　田　　　聡 Ｒ２中日本
948 井　原　瑞　貴 兵庫県
949 内　藤　裕　久 清新ＪＡＣ

950 石　川　　　篤 静岡陸協
951 佐　藤　　　伸 東京
952 齋　藤　　　旭 ちばりよ～ＲＣ
953 安　藤　大　明 岐阜陸協
954 後　　　和　彦 大阪陸協
955 米　地　弘　貴 東京都
956 永　山　法　幹 東京都港区
957 小山内　健　一 青森陸協
958 吉　田　俊　介 愛知陸連
959 石　川　順　一 ヨックモック
960 矢　山　貴　司 クラブＲ２九州
961 石　倉　康　範 ニッポンランナ
962 岩　田　　　健 神奈川県
963 佐々木　大　輔 ニッポンランナ
964 大　西　文　平 東京陸協
965 大　崎　和　行 ちばりょーＲＣ
966 岡　田　匠　平 東京陸協
967 吉　田　修　治 道マラソンク
968 鳥　越　健　吾 東京陸協
969 中　野　賢　一 南都留郡陸協
970 柄　澤　弘　範 東京陸協
971 荒　川　洋　介 北清企業
972 栗　本　悠　平 札幌市
973 新　岡　秀　斗 札幌市
974 刈　屋　藤　男 ハートブレイク
975 遠　藤　　　剛 Ｒ２中日本
976 岡　野　祥　平 東洋紡
977 渡　　　圭　大 広島県
978 矢　口　幸　彦 ＧＭＲ
979 桑　田　展　宏 府中市陸協
980 射場本　　　綾 Ｔ・Ｔ‐ＡＣ
981 中　野　　　学 北翔水産
982 田　島　将　人 東京陸協
983 大　関　航　輔 クラブＲ２北海
984 鶴　岡　伸　光 東京陸協
985 森　山　友　雄 北大羊蹄会
986 大　城　絢　也 沖縄県陸協
987 島　村　茂登司 ハシルコト
988 西　塚　真　人 アスリーツラボ
989 佐　藤　泰　之 ＧＲｌａｂ
990 豊　福　　　勇 延岡ＭＣ
991 藤　井　吉　智 クラブＲ２東北
992 天　笠　伸　行 東京陸協
993 高　橋　　　賢 アトミクラブ
994 吉　田　達　男 武庫川ＳＣ
995 俵　屋　義　雄 長崎市陸協
996 今　野　　　豪 札幌市
997 牟田口　泰　秀 ソニック福岡Ｒ
998 渡　邊　浩　太 アスリーツ・ラ
999 那　須　政　広 尼崎市陸協
1000 当　麻　　　彰 枚方マスターズ
1001 池　田　康　弘 ＭＡＴＡＧＩ
1002 川　北　光　晴 走る社労士
1003 小　澤　弘　明 東京陸連
1004 柴　田　親　亮 倉吉市陸協
1005 菊　谷　　　賢 青森陸協
1006 岡　本　大　介 クラブＲ２東日
1007 齊　藤　　　実 ちばりよ～ＲＣ
1008 山　田　雅　之 水練
1009 大　高　拓　也 埼玉県
1010 中　南　智　哉 札幌市役所
1011 佐々木　　　遼 埼玉県
1012 小　倉　正　寛 ＥＮＤＬＥＳＳ
1013 渡　邉　真　一 キオクシア
1014 山　村　正　人 ＡＴＨＴＲＡＣ
1015 森　川　　　暁 千葉県
1016 尾　崎　恭　志 チームオザキ
1017 野　呂　将　勝 整体院りてりて
1018 阿　部　伸　隆 ＪＡなすの
1019 原　　　泰　朗 久留米広域消防
1020 田　中　裕　也 ララ学園
1021 高　橋　真　人 神奈川県
1022 宮　西　　　淳 東京陸協
1023 小　林　圭　佑 神奈川県
1024 三　谷　　　享 弘前公園ＲＣ
1025 山　下　　　肇 ちばりよＲＣ
1026 柴　田　聖　也 ＳＳＳ
1027 藍　原　将　史 兵庫県
1028 橋　口　勝　利 サウルスジャパ
1029 松　本　　　博 福岡県
1030 荻　原　慶　也 浦安ランナーズ
1031 後　藤　逸　斗 ＲＩＭＩＵ．Ａ
1032 小　山　智　弘 東京都
1033 大　瀬　秀　樹 札幌エクセル
1034 久保田　伸　彦 静岡陸協
1035 吉　田　里　志 横浜市陸協
1036 大　場　義　行 神奈川県
1037 浜　田　和　樹 東京陸協
1038 加　崎　翔　也 宮城陸協
1039 山　岸　宏　平 東京陸協
1040 中　山　知　昭 ＧＲｌａｂ関東
1041 泉　　　光　治 石川陸協
1042 齊　藤　晋　聖 札幌市
1043 赤　間　翔　太 らくまかＡＣ
1044 戸　嶋　孔　明 東京都
1045 山　本　喜　紀 Ｒ２北海道
1046 中　井　俊　輔 クラブＲ２
1047 金　平　　　晃 岡山陸協
1048 原　田　直　樹 三好走ろう会
1049 米　山　卓　志 沖縄陸協
1050 吉　田　宏　信 ＤｒｅａｍＡＣ
1051 吉　岡　由　貴 Ｒ２西日本
1052 松　本　亮　人 株式会社カネカ
1053 佐々木　昌　人 Ｒ２北海道
1054 米　倉　和　彦 福岡陸協
1055 増　崎　圭太朗 サウルスジャパ
1056 平　出　　　亘 二子玉川走友会
1057 黒　田　真　伍 チームタスキ
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1058 丸　山　敬　樹 ＫＮＴ
1059 京　谷　和　央 東京陸協
1060 犬　石　浩　嗣 東京陸連
1061 岩　切　信　泰 駒沢公園ＪＣ
1062 榊　原　大　樹 埼玉大井ＲＣ
1063 髙　田　福　司 クラブＲ２
1064 下　田　輝　夫 東京ランニング
1065 大　岡　　　稜 富士通
1066 益　田　清　和 マラソン完走ク
1067 北　川　浩　之 ニッポンランナ
1068 光　田　国　広 東京陸協
1069 前　田　昌　亮 京都
1070 本　郷　孝　知 ＴｅａｍＭｘＫ
1071 中　谷　雅　信 宇佐美ＲＣ
1072 高　田　和　義 ＴＫＤーＢＲＣ
1073 長谷川　裕　二 岡山クラブ
1074 米　田　　　靖 埼玉県
1075 八　鳥　伸之輔 埼玉大井ＲＣ
1076 片　岡　　　圭 栃木県
1077 藪　下　高　英 和歌山陸連
1078 丹　羽　　　歩 かけっこ和光
1079 稲　垣　良　平 高知陸上競技会
1080 関　根　洋　明 神奈川県
1081 吉　川　真　平 札幌市
1082 東　　　英　範 札幌よるかぜ
1083 山　本　将　和 大阪府
1084 植　田　　　良 台湾好吃ランニ
1085 鈴　木　大　輔 日本製鉄　君津
1086 窪　田　和　成 出光千葉
1087 成　　　浩　源 千葉県
1088 満　極　尚　輝 ０８０Ｔｏｋｙ
1089 柴　田　佳　一 まだらねこ
1090 広　田　　　明 藤沢市陸協
1091 石切山　真　孝 愛知県庁クラブ
1092 堀　　　大　樹 ＧＲｌａｂ関東
1093 馬　地　良　覚 福井県陸協
1094 米　山　浩　史 札幌市
1095 島　田　　　聖 クラブＲ北海道
1096 谷　本　寿　英 埼玉県陸協
1097 壇　　　耕　平 福岡市役所
1098 滝　沢　敏　之 住友不動産販売
1099 近　藤　修　平 Ｒ２東日本
1100 中　山　智　貴 釧路地方陸協
1101 中　村　一　晴 ＨＮＹＧＤ．
1102 伊　藤　勇　磨 ラチエンＡＣ
1103 佐　藤　雄　紀 北極星ＡＣ
1104 田　中　浩　良 札幌市
1105 清　水　　　淳 クラブＲ２
1106 椋　木　直　樹 呉共済病院
1107 佐　藤　一　平 旭川陸上クラブ
1108 細　谷　和　幸 秋田県
1109 石　井　佑　典 ハリアーズ
1110 高　木　豊　大 東京都
1111 隅　　　誠一郎 かみごうＲＡ
1112 笹　岡　久　樹 ＳＨ札幌大通
1113 安　宅　哲　二 大阪府
1114 木　田　光　昭 小樽陸協
1115 五十嵐　修　一 雷兄弟
1116 稲　田　旭　斗 Ｒ２東日本
1117 立　岡　健　太 埼玉県
1118 山　根　真　一 山口県
1119 杉　本　義　治 埼玉県
1120 安　田　　　浩 ナカトラ
1121 立　花　則　夫 田原市
1122 杉　村　伸　行 １８連２中
1123 矢　部　和　弘 旭川西高校
1124 川脇　優希　輝 東京都
1125 中　村　貴　弘 護衛艦ちくま
1126 村　上　尚　良 熊本県
1127 井　上　師　宏 ランスポＲＣ
1128 渡　邊　勇　心 ジョブロジック
1129 田　嶋　剛　己 北海道大学
1130 荒　谷　直　史 室蘭陸連
1131 柳　田　雅　司 ＭＡ’ＴＡＧＩ
1132 熊　谷　　　茂 東京陸協
1133 藤　田　　　健 八千代走友会
1134 小　林　幸　一 Ｒ・Ｊ・Ｋ
1135 会　田　　　翔 江別市
1136 武　田　直　晃 大阪陸協
1137 樋　口　正　則 ボアネージュ
1138 西　尾　政　幸 Ａｘｉｓ野幌校
1139 笹　森　孝　丸 道南陸協
1140 白　土　竜　平 我流ＡＣ
1141 再　田　光　進 兵庫県
1142 向　井　靖　明 千葉大学クラブ
1143 会　沢　直　矢 ＳＷＡＣ
1144 金　綱　航　平 羊蹄会
1145 松　井　徳　行 エンジン技術部
1146 當　間　龍　志 東京都
1147 竹　田　和　博 富山陸協
1148 安　見　友　哉 大阪府
1149 箱　田　秀　治 頂プロジェクト
1150 大　坪　正　治 道マラソンク
1151 住　田　喬　哉 北広島ＲＣ
1152 高　山　敦　史 タカヤマラソン
1153 西　　　健太郎 東京都
1154 馬　場　健　志 横浜市陸協
1155 丸　岡　知　浩 福岡陸協
1156 瀬　戸　貴　之 東京陸協
1157 小　野　邦　生 長野県
1158 篠　﨑　　　剛 ＪＡなすの
1159 川　崎　航　平 茨城県
1160 沢津橋　雅　裕 千葉陸協
1161 山　崎　剛　士 かながわクラブ
1162 加　地　　　誠 札幌市
1163 伊　藤　　　誠 ベオーネＡＣ
1164 瀧　口　　　哉 ＮＴＮ磐田
1165 堀　　　貴　裕 追分走遊会

1166 小　村　慶太朗 千葉大クラブ
1167 伊　藤　卓　也 大市大陸友会
1168 山　本　真　士 福岡県
1169 長　木　将　斗 神奈川県
1170 平　尾　豪　英 陸自警務隊
1171 鳥　山　　　浩 東京陸協
1172 平　岡　幸　彦 ニッテン芽室
1173 里　　　建一郎 鹿児島県
1174 中　井　正　人 ＣＲ２北海道
1175 田　中　滉　一 ＡＵＦ
1176 平　山　信　幸 大阪マスターズ
1177 乙　村　直　人 ＴＫＧ
1178 荒　井　翔　次 東京陸協
1179 内　山　順　也 東京都
1180 穐　村　健　一 ダイソンズ
1181 笹　館　暁　史 東京陸協
1182 柳　田　　　靖 埼玉県
1183 香　西　壮　紀 兵庫県
1184 北　村　徹　弥 川崎市陸協
1185 呉　屋　瑛　久 沖縄県
1186 中　田　　　肇 ＴＫＤーＢＲＣ
1187 小　倉　　　賢 大分陸協
1188 菅　沼　　　篤 愛知県
1189 内　田　健　弥 大阪府
1190 菊　地　　　央 富士工業
1191 横　山　貴　臣 湘南ランズ
1192 高　見　健　治 コマネチランニ
1193 神　能　竜　哉 早稲田アスレチ
1194 南　野　純　一 ＪＲ東日本千葉
1195 須　藤　雅　文 千歳市
1196 反　田　優　貴 石川県
1197 木　村　　　崇 神戸市陸協
1198 佐久間　　　渉 千葉袖ケ浦陸競
1199 斎　間　秀　雄 ＲＤＣ　ＲＣ
1200 石　井　宗　則 紗弥ＲＣ
1201 出　口　浩　己 広島市陸協
1202 森　川　貴　平 和歌山陸協
1203 戸　村　大　希 チーム大谷
1204 後　藤　良　浩 ＪＲ北海道ＭＣ
1205 横　山　正　尭 ＴｅａｍＭｘＫ
1206 山　本　康　隆 Ｒ２北海道
1207 山　本　将　人 神奈川県
1208 内　田　　　道 札幌市
1209 矢　島　秀　悟 埼玉陸協
1210 小　林　正　規 函館市
1211 滝　沢　　　貢 相模原市役所Ｒ
1212 安　藤　良　幸 クラブＲ２
1213 窪　田　　　純 海老名市陸協
1214 松　本　　　茂 兵庫ハンモック
1215 吉　村　広　海 千葉県
1216 鈴　木　貴　之 埼玉県
1217 岩　本　貴　之 大阪府
1218 渋　谷　皇　平 佐世保陸協
1219 北　村　陽　介 トヨタ北海道
1220 鈴　木　啓　司 札幌市
1221 荒　関　克　己 ヤクルト北海道
1222 吉　田　茂　樹 堺市消防局
1223 荒　金　友　彦 ｒｃ東日本
1224 岩　橋　正　英 中馬塾
1225 仲　井　将　司 愛知県
1226 魚　尾　英　生 万葉健友会
1227 佐　藤　泰　紀 坂戸市陸協
1228 原　田　秀　樹 紋別消防
1229 奥　村　隆　也 サウルスＪＰＮ
1230 浅　沼　紀　之 愛知県
1231 森　　　武　志 ランスポット
1232 中　山　　　蒼 昭和音楽大学
1233 中　野　裕　介 ｔｅａｍＭｘＫ
1234 田名網　裕　一 栃木陸協
1235 岡　田　雅　之 東京陸協
1236 西　村　道　広 北見市
1237 山　崎　祐　介 東京都
1238 大　山　高　広 埼玉県
1239 坂　井　岳　夫 京都陸協
1240 小　島　主　慈 みずほＦＧ
1241 金　森　　　等 １０ストライプ
1242 櫻　田　浩　章 石巻ＲＣ
1243 国　吉　　　拡 経営支援センタ
1244 小　俣　栄一郎 竹芝ＲＣ
1245 北　川　　　悟 千葉陸協
1246 野　原　和　樹 愛知県
1247 梅　本　祥　弘 ＥＹＴＡＸ
1248 宮　崎　和　之 アウマジャパン
1249 石　川　　　毅 羊蹄山ろく消防
1250 天　野　　　悟 足柄上郡陸協
1251 山　内　徳　行 茨城陸協
1252 枝　川　邦　治 ＳＲＣ９０４関
1253 池　谷　桂　一 クラブＲ２東日
1254 野　口　武　雄 タッキー練
1255 中　島　啓　照 名古屋の走人
1256 山　田　真　悟 ＢＯＣＣＯ
1257 中　屋　裕　貴 帯広市
1258 小清水　　　功 Ｍ．平塚
1259 安　藤　真　平 札幌市
1260 山　田　康　生 早稲田走友会
1261 二　神　　　敦 神戸市陸協
1262 栗　原　克　己 神戸市陸協
1263 青　木　健　一 チーム新舞子
1264 大　宅　良　輔 産業医科大病院
1265 清　水　秀　広 京都府
1266 堀　　　仁　志 千歳市
1267 井　口　　　良 Ｒ２東日本
1268 山　市　　　剛 東京陸協
1269 堀　　　勇　進 歳って残酷‼
1270 上　園　一　知 Ｒ２東日本
1271 瀧　澤　之　靖 廣川学園酔走楽
1272 阿　部　耕太郎 千葉県
1273 小　林　宏　規 Ｒ２中日本

1274 大河原　宏　樹 日本電解
1275 大和田　宏　諭 大阪陸協
1276 石　　　一　彦 前橋市陸協
1277 村　田　慎　一 すずちち
1278 佐　藤　暢　一 千葉県
1279 飯　田　恵　夢 ｅＡ東京
1280 成　瀬　裕　樹 中馬塾
1281 平　山　澄　生 福岡陸協
1282 久　岡　克　也 旭化成川崎
1283 柳　田　真　佑 神奈川県
1284 栗　岡　良　樹 富山県
1285 永　井　　　豊 東京陸協
1286 中　村　進　也 ＳＲＣ９０４
1287 加　藤　潤　一 ルート８４６
1288 伊　藤　哲　也 Ｒｕｎｆｅｅｔ
1289 森　　　文　人 岡山陸協
1290 木　村　　　司 小樽水産高校
1291 い　　　さんう 赤平市
1292 松　本　直　記 株式会社カネカ
1293 松　野　晃　也 更別村
1294 竹　田　隆　夫 東京陸協
1295 福　田　順　史 東京都陸上協会
1296 小田原　雅　己 Ｅランナーズ
1297 西　場　洋　介 東京都
1298 井　原　康　孝 東京陸協
1299 吉　田　俊　貴 旭川陸上クラブ
1300 間　　　拓　也 埼玉陸協
1301 及　川　耕太郎 札幌市
1302 余　田　龍太郎 兵庫県
1303 梅　谷　公　哉 ＲＵＮＡＲＸ
1304 木　下　純　一 大西陸上部
1305 清　水　健太郎 横浜市
1306 吉　田　　　亘 東京陸協
1307 玉　田　祐　介 Ｒ２東日本
1308 庄　井　貴　昭 山口県庁陸上部
1309 深　見　朋　孝 東京陸競
1310 中　村　　　悟 愛知県
1311 井　手　英　岐 福岡陸協
1312 大　木　恒　夫 チーム走る男
1314 湯　浅　英　樹 Ｒ２北海道
1315 伊　藤　隆　之 福島県
1316 佐々木　大　介 東京都
1317 濵　田　卓　也 トップギア広島
1318 鈴　木　隆　志 Ｂ・Ｓ　ＲＵＮ
1319 岡　本　英　敏 埼玉陸協
1320 岸　田　貴　久 ＯＮＥＴＯＫＹ
1321 中　島　隆　幸 航空自衛隊
1322 野　村　知　毅 アトミクラブ
1323 永　井　隆　太 東京都
1324 石　川　真　之 クラブＲ２東
1325 小久保　　　学 千葉陸協
1326 吉　田　明　弘 ランデザイン
1327 鳥　井　　　泰 道マラソンク
1328 菅　原　健　太 千葉陸競
1329 亀　井　一　樹 綾川ＡＣ
1330 木　野　　　学 ＴｅａｍＭｘＫ
1331 北　野　健太郎 ニッポンランナ
1332 郷　　　佳　久 ＦＲＯＧ
1333 倉　井　翔　太 札幌市
1334 宮　井　絢士朗 千葉県
1335 星　川　真　也 静岡県
1336 岸　　　哲　生 東京陸協
1337 石　川　克　也 埼玉＠石川眼科
1338 荒　井　　　亮 道マラソンク
1339 小　出　康　二 Ｒ２東日本
1340 前　原　英　次 東京陸協
1341 沼　田　英　之 湘南アスリート
1342 松　田　圭　介 兵庫県
1343 岡　本　壮太郎 株式会社カネカ
1344 佐　藤　章　徳 株式会社カネカ
1345 田　村　弘　佳 札幌トヨタ
1346 今　井　　　崇 千葉県
1347 宮　下　　　修 福岡県
1348 不　二　黎　人 茨城県
1349 ベイリー　エリック 東京都
1350 中　島　拳士朗 大日本印刷
1351 稲野辺　健　一 日本ハム（株）
1352 平　井　大　誠 兵庫県
1353 渡　邊　康　平 ＫＰＭＧ
1354 山　崎　達　也 空知陸協
1355 村　中　共太郎 別海町
1356 大　江　俊　博 Ｒ２東日本
1357 二階堂　洋　平 神奈川県
1358 友　納　　　要 ＨＤＣ
1359 永　田　純　輝 ちばりよ～ＲＣ
1360 水　原　英　俊 室蘭地方陸協
1361 前　田　義　久 北海道陸協
1362 桑　原　智　彦 埼玉県
1363 廣　瀬　尚　之 札幌市
1364 島　崎　賢　一 ＲＩＳＥ　ＲＣ
1365 野　原　和　憲 ＲＤＣＲＣ
1366 本　山　宏　憲 イビ筋
1367 安　田　康　平 クラブＲ２東
1368 藤　原　史　利 Ｒ２東日本
1369 片　岡　繁　雄 名古屋市消防局
1370 小松原　建　人 九州大学大学院
1371 藤　原　浩　泰 埼玉陸協
1372 東　城　宗　熙 大樹町
1373 阿久澤　　　隆 ＥＬＤＯＲＥＳ
1374 笹　川　英　哉 東京陸上競技協
1375 得　地　雅　貴 札幌市
1376 笹　田　哲　文 青森陸協
1377 山　下　弘　史 道南陸協
1378 上　野　裕　生 かむいクロカン
1379 松　丸　翔太郎 東京都
1380 近　　　健　人 帯広市
1381 清　水　統　文 小金井市陸上競
1382 松　島　菊　朝 十勝陸協

1383 宮　﨑　康　宏 札幌市
1384 小　玉　淳　史 クラブＲ２北海
1385 野　切　完　相 札幌市
1386 相　原　鉄　平 奥尻島走友会
1387 吉　田　翔　一 滋賀陸協
1388 山　名　高　典 Ｌｉｎｄａ
1389 立　谷　直　大 札幌市
1390 高　橋　佑　治 宮城県
1391 吹　原　成　治 兵庫陸協
1392 奥　田　寛　也 滋賀県
1393 草　田　泰　志 奈良陸協
1394 渡　邊　敏　嗣 あいの里おやぢ
1395 北　原　秀　章 竹本油脂ＲＣ
1396 浜　田　幸　二 東京陸協
1397 村　井　　　誠 ポポロＡＣ
1398 山　本　陽　文 兵庫県
1399 長　江　隆　行 ＳＷＡＣ
1400 越　智　哲　夫 オホーツク陸協
1401 伊　藤　　　晶 東京陸上競技会
1402 芝　田　裕　太 神奈川県
1403 柳　沢　春　樹 東京陸協
1404 児　嶋　拓　也 福岡陸協
1405 伊　勢　将　希 島．ＲＣ千歳
1406 藤　村　一　也 アスリーツラボ
1407 小　西　丈　行 はなまる
1408 半　谷　紀世彦 札幌
1409 加　藤　明　夫 札幌陸協
1410 徳　村　啓　太 徳村総建
1411 野　本　大　貴 ＴｅａｍＭｘＫ
1412 山　名　宏　樹 作ドットラン
1413 岡　島　広　周 神奈川県
1414 渋　谷　　　晃 （同）総心工業
1415 引　地　隆　之 札幌陸協
1416 高　岡　　　稔 ハシトマ
1417 渡　辺　鉄　平 東京都
1418 種　田　達　也 東京陸協
1419 村　越　好　晴 クラブＲ２
1420 平　嶋　優　一 札幌市
1421 井　本　健　太 東京陸協
1422 加　藤　雄　士 ランニング・デ
1423 酒　井　康　裕 サウルスジャパ
1424 加　藤　大志朗 チームアクロス
1425 神　田　裕　也 神奈川県
1426 石　垣　忠　司 丸果函館合青果
1427 小野寺　憲　一 気仙沼市役所
1428 大　森　英一郎 Ｒｕｎｔｒｉｐ
1429 宮　本　耕　平 中郡陸協
1430 山　岸　慎　治 函館市役所
1431 日比野　啓　一 愛知県庁クラブ
1432 粕　川　洋　司 多摩川クラブ
1433 木　林　達　也 大阪府
1434 虫　本　涼　介 Ａ．Ｓ．Ｐ．
1435 熊　谷　範　幸 じょうてつ
1436 沢　田　　　博 Ｓ塾
1437 青　木　慎　祐 青木ランクラ
1438 渡　部　　　勇 Ｒ２中日本
1439 大　橋　　　歩 茅ヶ崎市陸協
1440 矢　野　元　一 三進金属工業
1441 中　野　靖　弘 北見市
1442 横　田　　　翔 高松市陸協
1443 倉　澤　順　司 東京陸協
1444 大久保　　　健 東京陸協
1445 中牟礼　賢　治 静岡県
1446 阪　部　友　洋 旭川走友会
1447 池　野　　　宏 マラソン完走Ｃ
1448 小　川　友　和 千葉県
1449 相　木　征　宏 ＣＲ２北海道
1450 吉　藤　一　貴 三重県
1451 本　藤　直　樹 東京都
1452 藤　澤　玲　央 ＯＮＥＴＯＫＹ
1453 福　田　　　泰 うなぎいぬ新潟
1454 中　野　正　章 作．ＡＣ札幌
1455 上　平　貴　昭 京華学園
1456 大　澤　累　嘉 ＴＢＲＣ
1457 山　多　慶　彦 東京陸協
1458 大　谷　　　大 兵庫県
1459 東　　　幸　弘 都民共済
1460 三　堀　真　裕 ＴＭ・ＣＬＵＢ
1461 清　原　　　誠 大阪府
1462 平　野　佳　紀 ＭＩＰ
1463 西　村　健　一 東京都
1464 中　川　雄　一 東京
1465 鈴　木　智　之 ＭＡＤＣＲＵＥ
1466 烏　山　　　司 福岡県
1467 川　端　秀　彦 フセラシ
1468 佐々木　順　平 岩手県
1469 菊　岡　和　希 東京陸協
1470 山　内　　　健 エステム
1471 山　田　安　秀 明走会
1472 幸　本　裕　司 越谷ランナーズ
1473 檜　尾　浩　次 札幌市
1474 中　村　　　真 山形県
1475 小　川　哲　男 ローリングベー
1476 八　田　和　繁 愛知県
1477 太　田　丈　児 湘南海岸ＲＣ
1478 平　良　滝　太 みらい走友会
1479 藤　野　晃　一 千葉陸協
1480 福　田　英　雄 スタサポ金剛
1481 齋　藤　貴　弘 クラブＲ２東北
1482 森　　　圭　輔 広島県
1483 早　河　輝　幸 東京陸協
1484 武　田　　　潤 大阪府
1485 島　田　智　明 河内長野ＲＣ
1486 保　坂　行　輝 東京都
1487 生　駒　佑　人 ムビコム
1488 問　谷　健　朗 札幌市役所
1489 石　丸　礼　央 士別市
1490 堀　　　賢　一 ちばりよ～ＲＣ
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1491 鈴　木　貴　雄 埼玉県
1492 葛　西　優　輔 Ｒ２東日本
1493 藤　吉　亮　輔 東京陸連
1494 田　中　宏　樹 兵庫県
1495 唐　津　孝　二 ＯＮＥＴＯＫＹ
1496 下　岡　祐　輔 高知陸協
1497 氏　家　正　裕 広瀬川ＲＣ
1498 菊　地　亮　宗 日本ストライカ
1499 西　坂　　　剛 千葉県
1500 関　口　　　綾 千葉陸協
1501 中　村　正　範 トヨタ北海道
1502 角　谷　英　守 Ｋ２Ｐ
1503 田　邉　敏　行 ウィングＡＣ
1504 松　本　智　之 ＡＰＩ
1505 千　葉　義　弘 ＲＤＣ東京
1506 佐々木　雅　典 Ｒ２東日本
1507 若　濱　享　志 ＲＵＮ　ＴＫＯ
1508 上　野　広　司 ａｉｌｅ　ＲＣ
1509 林　　　和　男 札幌市
1510 原　田　甲　一 東京陸協
1511 佐　藤　　　剛 ちとせ
1512 井　上　靖　数 Ｔ・Ｔ－ＡＣ
1513 竹　本　亮　太 ＯＮＥ　ＴＯＫ
1514 田　村　陽　介 広島県
1515 植　田　真　樹 サウルスジャパ
1516 高　木　卓　也 愛知県
1517 真　壁　貴　通 初音ＦＥＮＩＸ
1518 鈴　木　大　裕 横浜市陸協
1519 石　川　一　幸 山形市役所ＡＣ
1520 肥　塚　茂　尚 福岡陸協
1521 岡　本　浩　一 クラブＲ２
1522 種　田　和　洋 ＧＭＲＣ
1523 佐々木　貴　弘 千葉県
1524 石　井　康　之 石川走友会
1525 馬　場　芳　和 恵庭市
1526 山　中　哲　生 セントラルＳＰ
1527 梅　田　慎　弥 京都府
1528 中　西　　　亮 オキネス
1529 早　崎　恵　二 キャラサラ
1530 渡　邉　隆　史 三浦工業
1531 水　口　恵　介 ほうしん
1532 木　下　健　次 大阪陸協
1533 吉　嗣　弘　邦 ＡＩＬＥ　ＲＣ
1534 小野寺　秋　悦 岩手県
1535 田　中　　　翔 ＲＵＮＷＥＢ
1536 武　藤　　　理 ＯＮＥＴＯＫＹ
1537 上　田　裕　大 埼玉県
1538 笠　井　慎　一 ＳＭＩＬＥＹ
1539 八　木　清　輝 札幌陸協
1540 井　上　裕　介 ＫＡＣ
1541 鶴　田　直　樹 作．ＲＵＮ
1542 佐々木　健　行 大阪陸協
1543 岡　田　雄　樹 札幌陸協
1544 坂　出　竜　弥 ＴＴＡ
1545 志　田　哲　也 北極星ＡＣ
1546 黒　須　　　純 Ｒ２東日本
1547 松　本　　　茂 枚方マスターズ
1548 川　端　峰由紀 札幌陸協
1549 アルベリッツィ　ヴァレリオ 東京都
1550 佐々木　尚　則 札幌市役所
1551 後　藤　広　行 栃木県
1552 和　田　大　和 豊岡市陸上競技
1553 生　島　利　彦 大阪府
1554 和　田　虹　大 共同企画
1555 春　日　慎　二 Ｒ２中日本
1556 平　井　太　郎 ＴＢＲＣ
1557 渡　部　良　春 千葉県
1558 畠　中　雄　右 函館市
1559 児　玉　亮　一 広島県庁ＲＣ
1560 保　田　知　哉 Ｃ＆Ｒ広島
1561 林　崎　富士男 茨城県
1562 藤　井　孝　臣 糸島医師会病院
1563 渡　邉　一　夫 ニッポンランナ
1564 蓑　島　隆　伸 はだし駅伝部
1565 田　中　　　陽 ゼーハー倶楽部
1566 横　山　武　嗣 旭川トヨペット
1567 吉　田　　　望 札幌市役所
1568 小　山　温　史 トータス
1569 仲　村　仁　孝 埼玉県
1570 駒　村　　　勉 はやとの風
1571 高　橋　勝　之 ＦＰの家
1572 木　村　優　介 ラッセル隊
1573 関　本　龍　一 函館市
1574 白　井　隆　政 東京陸協
1575 三　浦　尚　克 フローラＲＣ
1576 有　賀　正　彦 ＣＲ２北海道
1577 矢　吹　祐　輔 岡山市消防局
1578 丹　羽　健　介 大阪府
1579 撰　　　　　彰 神戸市陸協
1580 大　木　　　聡 Ｒ２東日本
1581 荒　川　芳　文 山田産業生コン
1582 川　井　聡　大 ＪＲ東日本千葉
1583 島　田　真　悟 ５６ＲＣ
1584 山　田　隼　次 ネバーギブアッ
1585 島　田　周　行 ジャックス
1586 米　田　泰　崇 大阪府
1587 藤　島　和　志 札幌市役所
1588 岡　　　絢　太 東京都
1589 伊丸岡　貴　哉 岩見沢市役所
1590 栗　原　裕　太 バンコク走遊会
1591 春　木　祥　伸 埼玉県
1592 佐　藤　慎　二 ＣＲ２東日本
1593 小梅川　良　一 Ｒ２西日本
1594 吉　崎　伸　之 東京陸上協会
1595 福　嶋　　　毅 豊洲ＲＣ
1596 吉　村　孝　喜 東京都
1597 市　川　秀　樹 帯広信用金庫
1598 濱　端　一　範 ＴＢＲＣ

1599 上　山　賢　大 札幌市
1600 小　林　嗣　久 東京陸協
1601 野　田　雄　輔 東京陸協
1602 矢　作　大　輔 ０ＲＣ
1603 北　村　一　紘 札幌市
1604 会　本　信　秀 Ｈａｒｒｉｅｒ
1605 大　塚　智　久 神奈川県
1606 川　中　和　幸 大阪陸協
1607 岩　満　　　尚 神奈川県
1608 安　中　裕　哉 札幌市
1609 越　野　太　郎 愛知マスターズ
1610 麓　　　圭　太 札幌市
1611 矢　野　道　也 兵庫県
1612 長　濱　麟太郎 大阪府
1613 鈴　木　剛　弘 大阪陸協
1614 新　松　勧　仁 ちばりよ～ＲＣ
1615 武　上　公　一 Ｑランナーズ
1616 細　井　浩　之 東京陸協
1617 白　　　洸　寿 兵庫県
1618 有　賀　圭　一 駒沢公園ＪＣ
1619 門　井　　　慎 さいたま市消防
1620 小知和　勇　希 東京陸上競技協
1621 岡　部　　　聡 作ドットラン
1622 長谷部　　　毅 函館市役所
1623 宮　田　浩　明 神奈川県
1624 北　條　　　翔 水練
1625 新　妻　圭　介 福島県
1626 伊　藤　宏　志 愛知県
1627 轟　木　貴　文 株式会社蓄電館
1628 柳　　　龍　輝 カメランナー龍
1629 中　尾　義　光 さいたま走友会
1630 小　林　健太郎 北極星ＡＣ
1631 松　浦　　　均 八雲走遊会
1632 池　本　　　隆 石垣島ＡＣ
1633 庄　田　真　人 ＴｅａｍＭ＆Ｋ
1634 後　藤　　　聖 神奈川県
1635 酒　井　慎　也 兵庫県
1636 永　瀬　譲　二 ラミリート
1637 上　野　浩　二 財務局走ろう会
1638 葛　山　秀　敏 クラブＲ２中日
1639 八　尋　順太朗 だめーず
1640 西　川　和　彦 東京陸協
1641 安　　　永　民 神奈川県
1642 杉　山　茂　樹 札幌市
1643 田　中　　　卓 千葉県
1644 池　田　　　浩 東京陸協
1645 岡　崎　治　郎 ランニングデポ
1646 武　山　敏　明 鎌倉ＦＲＣ
1647 西　澤　知　典 ＴｅａｍＭ×Ｋ
1648 森　　　千　芳 ２ＡーＩＮＴ
1649 甲　斐　郁　也 メロトラン
1650 小　幡　　　優 サウルスジャパ
1651 坂　田　尚　彦 更新中
1652 中　村　　　亨 五稜会病院
1653 小　西　雄　太 ＲＣマルボーサ
1654 増　永　康　行 クラブＲ２東日
1655 高　瀬　道　和 札幌市
1656 大　橋　　　真 逗子市陸協
1657 馬　場　一　利 静岡県
1658 稲　崎　真　吾 東京陸上協議会
1659 坂　本　健　二 千葉陸協
1660 菊　地　修　平 多摩川クラブ
1661 田　畑　聡　士 神奈川県
1662 大　塚　高　樹 東京陸協
1663 小　田　夏　輝 ランスポット
1664 中　田　哲　史 苫小牧市
1665 大　出　泰　久 ＣＲ２中日本
1666 斎　藤　雅　朗 静岡県
1667 西　村　和　則 神奈川県
1668 藤　田　智　樹 札幌市
1669 福　田　　　充 大濠ランナーズ
1670 菅　原　陵　史 札幌市
1671 安　藤　健　哉 宮城県
1672 草　島　　　誠 クラブＲ２
1673 野　家　孝　太 イブリジニー
1674 高　田　伸　也 兵庫県
1675 川　浪　　　貢 かわなみ耳鼻科
1676 松　本　佳　哲 ＮＴＴドコモ
1677 古　屋　清　隆 福岡陸上競技会
1678 小　林　隆　太 山口県
1679 井　上　恵　輔 Ｉ．Ｗ
1680 窪　田　直　記 東京都
1681 前　田　真　吾 東京都
1682 平　田　昭　雄 ＯＮＥＴＯＫＹ
1683 市　川　　　悟 札幌陸協
1684 平　田　　　聡 ＴＫナイン
1685 瀧　本　　　至 東神楽町
1686 岡　田　卓　也 兵庫県
1687 森　島　　　忠 神奈川県
1688 木　村　公　宣 たいちゃんＲＣ
1689 長谷川　真　吾 葛西ランナーズ
1690 近　藤　伸　明 福岡県
1691 堀　　　文　彰 千葉県
1692 東　　　晃　一 福岡陸協
1693 北　川　泰　伸 チーム北川
1694 土　田　優　樹 オン・ジャパン
1695 石　戸　秀　暢 千葉陸協
1696 神　谷　幸　司 茨城県
1697 古　山　　　彰 慶應ＦＢＪＲＲ
1698 中　川　恭　太 札幌市
1699 村　田　信　弘 福岡友走ＲＣ
1700 岡　本　晃　典 サウルス
1701 永　田　暁　彦 愛知県
1702 手　塚　一　朗 宮城陸協
1703 石　井　浩　和 千葉県
1704 大　木　信　二 愛知県
1705 武　田　孝　明 札幌市役所
1706 舘　山　孝　利 北海道開発局

1707 辻　林　一　吉 ＮＴＴドコモ
1708 中　村　健　一 片町走ろう会
1709 尾　藤　秀　明 東京陸協
1710 磯　貝　　　稔 宮城県
1711 黒　岡　將　光 京都陸連
1712 加　藤　貴　久 大阪陸協
1713 堀　江　英　介 東京都
1714 白　井　宏　樹 茨城陸協
1715 筒　井　勇　次 まるＲＣ
1716 吉　田　大　蔵 ハリアーズ
1717 木　本　　　光 札幌市
1718 井　上　陽　介 福岡県
1719 小　倉　　　徹 東京都
1720 平　松　　　健 リスタート
1721 松　本　大　樹 札幌市
1722 橋　岡　　　聡 東京陸協
1723 中　村　敦　史 Ｒコンセプト
1724 大　字　英　之 ジャイアン
1725 中　村　圭　成 ＮＲＣ綾瀬
1726 松　川　紀　之 札幌陸協
1727 瀬　尾　康　二 栃木陸協
1728 田　中　伸一郎 日本公庫
1729 坂　本　憲　弘 Ｒ２北海道
1730 辻　野　　　睦 愛三工業
1731 佐々木　　　望 石巻ＲＣ
1732 奈良部　知　則 東京陸協
1733 山　本　弘　樹 広島県
1734 谷　　　英　毅 福岡県
1735 岡　　　秀　一 岡山白壁
1736 大　塚　友　貴 東京陸協
1737 桑　野　倫　英 ａｎｄｃａｒｅ
1738 沼　田　修　一 ほんまゆＲＣ
1739 高　田　裕　司 Ｒ２東日本
1740 上　田　英　典 北広島市
1741 宇　野　静　典 Ｎ．ｒａｎ．ｃ
1742 角　田　賢　紀 ＣＲ２東日本
1743 渡　部　健　太 東京都
1744 荒　川　雄　平 神奈川県
1745 祢　津　知　広 ＷｉｎｄＲｕｎ
1746 久保田　智　文 サウルスジャパ
1747 岩　間　健　喜 ６５ＢＡＳＥ
1748 林　　　　　茂 札幌市
1749 澤　田　武　志 東京海上日動
1750 平　野　敦　男 函館走ろう会
1751 佐々木　　　丘 福マラＲＣ
1752 柳　　　寛　史 コンタクトオフ
1753 今　井　英　樹 士別市立病院
1754 安　藤　　　真 東京陸上競技会
1755 増　田　和　悦 チームｅｍｄａ
1781 矢　島　　　彰 千葉県
1782 秋　山　和　哉 チームばく
1783 矢　部　義　之 第一三共陸上部
1784 武　田　一　洋 ＭＢＨ
1785 小　原　圭　司 大阪府
1786 片　山　修太郎 出光千葉
1787 上　田　　　浩 出光興産徳山
1788 白　川　敏　行 出光千葉
1789 上　野　　　浩 新琴似
1791 山　崎　貴　穂 弘前市役所
1792 清　野　高　志 愛知県
1793 加　藤　義　隆 ラスタバナナ
1794 高　橋　　　毅 ＹＳＡＣ
1795 三　井　正　勝 小金井公園ＲＣ
1796 野　村　　　保 ちばりよ～ＲＣ
1797 松　浦　　　明 スポ館ＲＣ
1798 加　古　尊　温 京都府
1799 西　元　　　徹 泊原発廃炉の会
1800 石　原　　　明 東京都
1801 小　池　雄一郎 黒田組
1802 南　　　常　治 リスタート
1803 中　川　　　優 ｕ．ｒ．ｃ
1804 勝　野　博　史 福岡陸協
1805 鈴　木　光太郎 サウルスＪＰＮ
1806 天　野　賢　一 遠峰山岳会
1807 田　口　悟　史 ＴＭＮＦ
1808 瀬　戸　貴　行 中央コンサル
1809 和　田　洋　一 大阪府
1810 田　中　利　季 札幌市
1811 横　山　正　孝 ＴＥＡＭＲ×Ｌ
1812 鈴　木　昭　人 駒沢公園ＪＣ
1813 高　橋　龍　平 島根県
1814 川　上　和　志 埼玉陸協
1815 山　田　裕　章 ＺＥＲＯ
1816 高　橋　直　樹 ＳＴＡＲ・ＲＣ
1817 森　田　　　歩 ポポロＡＣ
1818 木　村　卓　爾 道南陸競
1819 渡　会　　　崇 千葉県
1820 高　橋　順　一 ランデポ
1821 島　津　将　人 神奈川県
1822 高　田　浩　二 トヨタ北海道
1823 伊　藤　信　康 チームこうた
1824 中　嶋　茂　雄 岐阜陸協
1825 山　岸　陽　介 ＰＴＣ
1826 道　広　茂　樹 ＹＭＲＣ
1827 田　中　利　栄 神奈川県
1828 番　匠　啓　介 チーム金港堂
1829 廣　田　直　之 神奈川県
1830 中　村　潤　吾 函館走ろう会
1831 町　頭　政　尚 ｍｍｄ
1832 長谷川　賞一郎 さくらツアー
1833 佐　藤　　　理 兵庫県
1834 山　崎　雄一郎 横浜市陸競
1835 島　田　和　幸 ランニングデポ
1836 横　山　雄　太 愛知県
1837 高　橋　友喜雄 ＯＴＲＣ
1838 松　島　康　裕 Ｈｔｃ
1839 小早川　一　郎 安城快足ＡＣ
1840 辻　畑　泰　喬 東京陸協

1841 染　葉　　　司 静岡陸協
1842 磯　野　公　男 アトミクラブ
1843 久　保　博　嗣 Ｒ２北海道
1844 山　崎　正　之 東京陸上競技協
1845 鈴　木　一　喜 メイセイ
1846 佐々木　雅　明 千歳市
1847 末　吉　秀太郎 出光千葉
1848 田　代　弘　生 静岡県
1849 小　西　　　洋 Ｒ２中日本
1850 見　城　維佐久 新東工業ＪＣ
1851 西　坂　直　人 神奈川県
1852 藤　本　秀　久 福岡陸協
1853 輿　石　経　昌 大阪府
1854 須　摩　良　介 道マラソンク
1855 北　口　剛　史 京都府
1856 富　樫　孝　樹 プロテック
1857 坂　東　庸　介 大阪陸上競技協
1858 永　吉　敬　一 東京都
1859 小　田　啓　太 神奈川県
1860 岡　村　陽　介 ＣＲ２西日本
1861 藤　井　　　智 火曜日練習会
1862 喜多村　　　修 中馬塾
1863 武　田　和　則 千葉マスターズ
1864 杉　山　義　宣 千歳クラブ
1865 戸　田　優　輝 東京陸協
1866 藤　井　教　之 千葉
1867 中　西　基　晴 愛知県
1868 奥　村　晴　彦 東京陸協
1869 島　　　尚一郎 釧路地方陸協
1870 鎌　田　浩　二 ちばりよ～ＲＣ
1871 山之内　良　雄 福岡聖恵病院
1872 布　施　　　望 千葉陸協
1873 中　戸　雅　範 兵庫県
1874 日　下　文　明 埼玉県
1875 永　森　光　康 京都府
1876 中　山　智　之 九品寺ＭＣＺ
1877 森　田　泰　介 農林水産省
1878 林　　　純　史 ＩＧＨＲ
1879 堀　田　直　孝 札幌市
1880 島　田　進　司 横浜市陸協
1881 渡　邉　聖　吾 Ｒ２東日本
1882 深　澤　芳　彦 札幌市役所
1883 胡桃澤　　　忍 神奈川県
1884 片　岡　哲　郎 マグローズ
1885 南　雲　　　滋 東京都
1886 河　嵜　好　彦 葛西ランナーズ
1887 吉　川　崇　志 富山陸連
1888 浅　石　優　太 Ｒ２東日本
1889 米　山　雅　浩 東京都
1890 菅　　　　　洋 南足柄陸協
1891 佐　藤　淳　一 一関ＡＣ
1892 坂　内　匠　平 バナーノ
1893 谷　口　雅　春 家は窓から
1894 吉　田　信一郎 クラブＲ２九州
1895 新野辺　智　史 Ｒ２東日本
1896 金　谷　　　久 福岡県
1897 伊　東　正　敬 神奈川県
1898 水　上　理　史 ラミリート
1899 安　藤　一　貴 駒沢公園ＪＣ
1900 岡　田　一　敏 埼玉県
1901 熊　倉　大　輔 大阪陸協
1902 島　田　晃　一 中標津十二楽走
1903 川　口　太　希 東京都
1904 岡　　　　　潔 ＡＶＲＣ沖縄
1905 山　内　　　嘉 深川市
1906 笹　尾　祐　介 チームぷっ
1907 野　方　　　誠 滋賀マスターズ
1908 佐　藤　泰　介 酒田市陸協
1909 高　橋　弘　一 ＲＵＮＷＥＢ
1910 柴　口　直　之 札幌市
1911 秋　野　文　臣 北海道
1912 明　　　博　史 Ｒ２西日本
1913 田　中　　　信 ふらっちょ
1914 上　田　真　聖 東京都
1915 永　安　裕次郎 大分県
1916 大　沢　史　佳 埼玉県
1917 森　　　亮　平 ＡＫＴ　ＲＣ
1918 黒　崎　友　也 札幌市
1919 森　安　　　弘 岡山県
1920 山　本　輝誉士 大阪府
1921 上　原　良　文 Ｒ・マイケル
1922 安　藤　　　誠 新居浜楽走会
1923 加　藤　康　男 よかにせＰＲＣ
1924 中　司　　　悠 田川市立病院
1925 島　村　　　太 神奈川県
1926 寺　井　正　樹 タカヤマラソン
1927 山　本　寛　也 ＡＦＰＹ
1928 清　宮　隆　智 北洋銀行
1929 織　田　陽　一 岐阜陸蓮
1930 高　畑　克　己 びわこランナー
1931 中　川　正　道 鈴鹿ふぁんらん
1932 塚　本　崇　晶 尼崎走ろう会
1933 白　土　　　悠 白貂
1934 丸　山　浩　司 札幌陸協
1935 九　鬼　　　遊 東京都
1936 右　高　英　資 神奈川県
1937 高　橋　幸　男 ＭＭＣ
1938 高　橋　洋　次 札幌市
1939 猪　口　友　道 神奈川県
1940 角　田　逸　郎 千葉県
1941 佐　藤　　　力 苫小牧地方陸協
1942 白　石　敏　雄 ポポロＡＣ
1943 浜　田　　　隆 ウルトラプロジ
1944 寺　沢　計　二 横浜市陸協
1945 牧　原　哲　也 愛知陸協
1946 田　中　一　之 山吹商工
1947 佐々木　卓　郎 千葉陸協
1948 長谷川　裕　己 東京都

…日本陸上競技連盟登録競技者
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1949 馬　場　幸　樹 三角山走友会
1950 高　山　俊　志 奈良県
1951 坂　本　達　也 ＲＵＮ－ＳＯＳ
1952 山　本　俊　祐 ソニック福岡
1953 落　合　守　栄 トップギア
1954 上　坂　拓　己 ランボーズ
1955 桐　石　法　彦 ＦＲＯＧ
1956 藤　井　善　豪 京都陸連
1957 小　林　滋　弥 アトミクラブ
1958 葛　西　　　響 東京陸上競技会
1959 村　松　伸　隆 東京都
1960 越　田　　　諭 ひよこラン
1961 阿　部　祐　也 ジョグおじさん
1962 岸　　　一　也 三重県
1963 飯　塚　淳　一 共愛会病院
1964 清　水　孝　一 ｉｋａｉｋａ
1965 一　宮　光　史 ＮＥＯクラフト
1966 遠　藤　　　聡 セントレア
1967 駒　形　知　之 東京陸協
1968 三　枝　昂　央 中標津町
1969 赤　　　秀　樹 東京陸協
1970 北　　　寿　一 ニッポンランナ
1971 中　島　勅　人 茨城陸協
1972 竹　内　将　吾 福岡県
1973 尾　山　　　巧 ｆｒｕｎ
1974 須　藤　正　明 クラブＲ２北海
1975 古　山　　　誠 トラベルＤＢ
1976 池　松　州一郎 ＪＯＨＨＯＫＵ
1977 元　木　克　幸 土地家屋調査士
1978 遠　田　光　伸 鶏や梵
1979 樋　口　大　河 愛知県
1980 岡　本　真　幸 東京陸協
1981 高　野　　　達 ＨＢＡＲＣ
1982 松　井　徹　也 東京陸協
1983 中　根　民　雄 更新中
1984 渡　辺　雄一郎 東京都
1985 鴨志田　文　彦 東京都
1986 戸　山　謙　一 ＵＳＡＭＩＲＣ
1987 原　　　慎一郎 Ｒコンセプト
1988 早　野　　　透 神奈川県
1989 井　上　　　剛 アトミクラブ
1990 辻　　　貴　仁 道南測量設計
1991 大　塚　公　栄 福岡県
1992 塚　林　弘　樹 クラブＲ２東日
1993 軍　司　聖　響 東京陸協
1994 小　田　敏　明 クラブＲ２
1995 神　田　英　明 恵庭市
1996 住　野　泰　弘 大分県
1997 丹　羽　崇　博 札幌市
1998 大　沼　慎　也 慶大陸上同好会
1999 塩　見　直　哉 京都府
2000 時　實　昌　史 株式会社カネカ
2001 吉　田　順　哉 株式会社カネカ
2002 大　下　　　優 札幌市
2003 西　野　康　宏 斗南病院
2004 古　谷　　　章 Ｏｋｏｊｏ
2005 齋　藤　　　直 東京陸協
2006 神　田　慶　多 札幌市
2007 花　井　康　則 イーグルスキー
2008 佐久間　康　行 東京陸協
2009 前　川　雅　彦 東京陸連
2010 宮　越　恒　雄 愛知県
2011 鎌　倉　孝　明 さいたま走友会
2012 安　藤　幸　宏 長崎県
2013 中　村　　　茂 札幌市
2014 吾　妻　俊　彦 サウルスＪＰ
2015 相　本　祐　三 広島市役所
2016 石　森　進　一 総合商研
2017 西　　　理　広 東京都
2018 大　坂　好　和 東京陸協
2019 佐　柄　　　遼 ノースウエスト
2020 川　村　　　光 北ＲＵＮ友会
2021 大　頭　真　洋 東京都
2022 細　木　克　彦 愛知県庁クラブ
2023 前　田　哲　朗 湘南アスリート
2024 山　路　博　文 広島県
2025 三　品　裕　太 北見市
2026 小　島　　　忠 クラブＲ２
2027 水　戸　陽　平 札幌市
2028 坪　田　健　二 東京陸協
2029 川　北　順　之 東京都
2030 石　山　祐　基 ｎｒｃ
2031 鈴　木　進　吾 埼玉県
2032 富　永　　　昌 福島県
2033 嶋　村　仁　志 東京陸協
2034 青　野　雅　哉 楽愚駄くらぶ
2035 後　藤　信　介 大阪府
2036 中　田　世　一 ＦＳＲＣ７８
2037 武　田　真太郎 札幌市
2038 後　藤　義　博 道北陸協
2039 北　村　修　大 東京都
2040 二　田　康　司 ノースＲＣ
2041 宮　本　勝　一 日医ジョガーズ
2042 内　山　数　貴 札幌市
2043 椛　島　健　治 京都陸連
2044 河　上　尚　哉 ＮＡＯＸ
2045 山　下　知　己 札幌市
2046 仲　　　　　進 宇佐美ＲＣ
2047 宮　下　雅　之 ＬＩＶＥＲＵＮ
2048 石　田　直　也 埼玉陸協
2049 佐　藤　　　平 千葉県
2050 瀧　岡　佳　佑 マカニーズ
2051 北　谷　直　人 札幌スポーツ館
2052 久　保　昭　雄 帯広市
2053 大　嶋　悟　士 大阪陸協
2054 山　本　　　勲 奈良県
2055 角　頼　恵　一 サウルス
2056 鈴　木　広　基 ちばりよ～ＲＣ

2057 内　田　寛　昭 フランスベッド
2058 加　藤　博　人 我汝会さっぽろ
2059 弓　削　克　成 コープしが
2060 窪　田　義　規 札幌市
2061 田　中　洋　行 ランニングデポ
2062 山　本　一　暁 大阪陸協
2063 三　宅　康　夫 広島マスターズ
2064 稲　田　耕太朗 大阪府
2065 田　中　美　章 大栄環境（株）
2066 伏　見　周　平 ＲＤＣ　ＲＣ
2067 鈴　木　　　明 Ｒ２東日本
2068 木　村　紀　雄 矢板ＲＣ
2069 弥勒院　宣　明 ちばりよ～ＲＣ
2070 斎　藤　悠　平 千歳市
2071 頓　宮　　　勇 大阪府
2072 金　子　高　志 東京都
2073 河　井　貞　治 ＴＲ２ＥＣ
2074 三　枝　秀　徳 アトミクラブ
2075 小　川　智　大 神奈川県
2076 鈴　木　　　啓 ＧＲｌａｂ兵庫
2077 長　屋　千　尋 関体協
2078 板　倉　保　市 東京陸協
2079 フリードリック　ダニエル 宮城県
2080 小　嶋　信　治 ウィングフット
2081 中　武　吉　輝 札幌市
2082 藤　尾　勝　俊 ぷじょラン
2083 井　上　雄　太 千葉県
2084 片　桐　英　樹 北海道開発局
2085 安　井　　　仁 深川市役所
2086 枡　田　充　弘 アイズスポーツ
2087 丸　山　好　英 愛知陸協
2088 山　中　　　真 小鍛冶組
2089 伊　藤　信　雄 広島大学
2090 田　中　克　人 京都府
2091 青　木　　　玄 別所沼スマイル
2092 舩　見　高貴生 愛知陸協
2093 中　嶋　浩　二 第一三共陸上部
2094 姥　谷　正　浩 兵庫県
2095 加　藤　豊　大 東京都
2096 古　賀　隆　士 愛知県
2097 岩　瀬　光　正 Ｒ２東日本
2098 武　井　　　涼 タカヤマラソン
2099 小野寺　洋　二 ざんぐり大好き
2100 安　藤　良　知 東京陸上競技協
2101 増　本　龍　憲 東京陸協
2102 丸　山　健　一 五稜化薬
2103 上　野　正　紀 東京陸連
2104 原　　　浩一郎 所沢おおはら村
2105 佐　藤　宏　行 三重県
2106 林　　　智　史 ＯＮＥＴＯＫＹ
2107 水　野　修　一 ネバギブアツプ
2108 加　藤　信　一 ＮＡＣ越前和紙
2109 井　上　博　靖 タカヤマラソン
2110 豆　畑　健　太 千葉県
2111 上　田　祐　大 東京地下鉄
2112 川原崎　亮　介 兵庫県
2113 雪　野　雅　敬 札幌市
2114 林　　　貴　弘 遠軽町
2115 五位野　清　隆 東京陸協
2116 坂　本　健司郎 フクシムラン
2117 木　村　隼　人 千葉県
2118 曽　野　政　男 滋賀陸協
2119 伊　藤　雅　樹 作．ＡＣ札幌
2120 神　田　剛　治 目指せ世界記録
2121 稲　垣　和　也 愛知県
2122 脇　谷　孝　志 札幌陸協
2123 村　山　晃　洋 航空自衛隊
2124 宇　野　虎　志 札幌市
2125 後　藤　康　文 生ビール友の会
2126 徳　原　宏　則 北摂ランナーズ
2127 寺　川　雄　介 東名化学工業
2128 山　部　英　行 ランニング・デ
2129 久保井　　　敦 青山学院大学
2130 寺　嶋　源太郎 東京都
2131 藤　井　啓　之 新ひだか町
2132 工　藤　直　樹 ＭＡＤＣＲＵＥ
2133 丸　山　　　明 ＲｘＬ＋
2134 青　木　敬　隆 野幌森林走会
2135 片　山　洋　平 東京都
2136 小　口　大　輝 札幌市
2137 坪　井　隆　樹 クラブＲ２
2138 吉　田　　　誠 作．ＲＵＮ
2139 石　川　久　孝 ＲＵＮＷＥＢ
2140 伊　藤　将　宣 ナイアガラＭＣ
2141 齋　藤　直　也 姫路市陸協
2142 粂　川　　　然 東京陸協
2143 渡　辺　光　也 クレオＲＣ
2144 佐　藤　　　怜 ＣＲ２東日本
2145 平　野　和　章 福岡陸協
2146 村　松　　　健 千葉
2147 三　浦　正　志 函館市役所
2148 久野村　　　駿 株式会社カネカ
2149 白　土　　　修 福島県
2150 松　平　伊　織 神奈川県
2151 平　田　　　充 東京都
2152 青　沼　達　也 旭川市
2153 永　原　　　豪 福岡県
2154 野　末　　　洋 庄内ＲＴ
2155 越　智　利　国 東京都
2156 高　尾　建　吾 滋賀県
2157 永　坂　宜　臣 札幌市
2158 小　竹　康　太 加速する変態
2159 舟久保　　　優 東京陸協
2160 小　杉　恒　太 ＧＬＡＣ
2161 大　場　真　治 千歳市役所
2162 趙　　　大　在 伊達市
2163 石　黒　将　太 京都府
2164 藤　元　遼　介 東京陸協

2165 飛　塚　勝　仁 Ｒ２北海道
2166 漆　原　映　彦 東京都
2167 坂　本　裕　史 ラスタバナナ
2168 久保田　　　晃 島本走友会
2169 近　藤　貴　英 埼玉高速鉄道
2170 細　田　義　之 多摩川クラブ
2171 畑　中　大　輝 小樽市
2172 高　橋　秀　行 Ｅ００３３３
2173 西　村　侑　資 兵庫県
2174 金　子　裕　哉 鹿嶋市立大野中
2175 野　坂　直　希 大阪府
2176 塚　本　　　働 静岡県
2177 郷　家　丈　史 チームがまＦ
2178 松　村　翔　太 じぇいこうやく
2179 川　中　康　弘 札幌市
2180 佐　藤　直　哉 株式会社中山組
2181 安　藤　幸　博 札幌市
2182 黒　川　裕　朗 栃木県
2183 稲　垣　俊　紀 東川町立診療所
2184 多　田　弘　一 群馬県
2185 東　條　龍之介 クラブＲ２
2186 濱　崎　貴　人 奥村組
2187 和　田　正　樹 マイペース
2188 元　木　　　潔 東京陸競
2189 古　橋　知　弥 札幌よるかぜ
2190 中　村　大　成 札幌市
2191 芳　山　　　拓 神奈川県庁
2192 佐　坂　徳　成 ＫＯＫＯＲＯ
2193 城　野　　　翼 ＩＷ
2194 水　本　圭　一 大阪府
2195 榎　本　祐　二 東京都
2196 青　田　英　行 ＳＭＩＬＥＹ
2197 橋　本　洋　志 東京都
2198 斉　藤　　　翔 定山渓病院
2199 小　野　宏　大 札幌市
2200 大　井　翔　太 名寄市
2201 服　部　正　季 大阪府
2202 沼　田　啓　作 札幌市
2203 山　崎　　　徹 大阪陸協
2204 東　渕　一　暁 タカマラソンク
2205 藤　田　茂　雄 留萌走ろう会
2206 村　山　晴　彦 函館市
2207 遠　藤　和　之 マサシナイトラ
2208 青　木　孝　輔 東京都
2209 佐　藤　徹　治 大分陸協
2210 甲　斐　　　実 名古屋市役所
2211 古　田　玄　希 愛知県
2212 神　　　賢　寿 円山ＺＯＯ
2213 田　井　浩　気 福岡陸連
2214 樋　本　清　一 ナカマチック
2215 林　崎　洋　太 恵庭市
2216 松　尾　英　将 旭川市
2217 楢　木　善　継 クラブＲ２九州
2218 戸　澤　哲　二 豊川クラブ
2219 川　瀬　直　也 東京陸協
2220 藤　島　直　仁 能代厚生
2221 横　山　和　哉 東京都
2222 小　西　隆　弘 サム陸
2223 梶　原　惟　己 札幌市
2224 小　林　英　明 東京速度男子
2225 黒　崎　勝　幸 倶知安町
2226 儘　田　光　和 ブルードラゴン
2227 吉　沢　協　平 神奈川県
2228 林　　　伸一郎 埼玉県
2229 増　本　　　裕 ＰＡＣ　ＲＣ
2230 又　坂　雅　光 青道７年２組
2231 菊　地　清　司 北海道標茶高校
2232 小　野　智　裕 札幌市
2233 浮　津　康　宏 東京陸協
2234 広　畑　堅　治 内田治療院ＡＣ
2235 藤　重　　　浩 パナソニック
2236 麻　生　　　賢 ラウドランナー
2237 若　原　正　稔 札幌市
2238 関　谷　　　翔 斗南病院ＲＣ
2239 高　瀬　春　行 北洋銀行
2240 桜　井　　　弘 伸和ＡＧ
2241 加　藤　孝　明 幌武意釣会
2242 三　好　健太郎 岡大呼吸器外科
2243 尾　崎　　　裕 京都府
2244 氏　家　真　澄 七養高等部
2245 荻　野　　　真 ＴＢＳｂｏｏ
2246 廣　瀬　健太郎 東京都
2247 矢　野　宜　利 札幌市
2248 正　野　祐　介 南富良野小学校
2249 田　邉　淳　平 Ｒ２中日本
2250 福　島　有太郎 Ｒｕｎｗａｙ
2251 河　合　健　介 岡山旭東病院
2252 蝦　名　　　創 石狩市
2253 石　川　翔　輝 日野陸協
2254 敦　賀　和　夫 札幌市
2255 小　森　健一郎 ＡＲＣ
2256 平　中　雄　太 橋本山岳部
2257 吉　田　栄　嗣 三菱ケミカル
2258 木　浪　　　悠 札幌スポ館ＲＣ
2259 小　澤　鉄　也 チームのぼり坂
2260 古　川　達　基 神奈川県
2261 唐　須　泰　宏 兵庫県
2262 塩　崎　　　剛 札幌市
2263 吉　村　昌　晃 札幌市
2264 関　野　敏　正 東京都陸連
2265 馬　道　洋　祐 札幌市
2266 能登谷　　　久 余市町
2267 水　本　会　人 神奈川県
2268 地頭方　　　由 佐賀県
2269 森　　　慎　次 高浜走友会
2270 土　門　凌太郎 名寄市
2271 大　堀　泰　史 ＭＲＣ
2272 富　山　椋　介 ＩＳＴ

2273 冨　所　　　明 千葉県
2274 野　上　秀　夫 恵庭市
2275 下　川　勝　彦 三好走ろう会
2276 田　野　寛　之 道北陸協
2277 井下田　英　樹 裁判所
2278 富名腰　　　拓 北海道庁
2279 服　部　壮一郎 埼玉陸協
2280 庄　司　淳　也 ＴＯＭＡＴＯ
2281 内　田　貴　久 神奈川県
2282 石　渡　大　史 東京陸上競技会
2283 黒　沢　満　尋 青森陸協
2284 上　杉　卓　史 旭川市
2285 紺　野　　　衛 東京都
2286 大　西　智　哉 小樽市
2287 油　谷　恵　太 滋賀県
2288 山　中　佑　太 千葉県
2289 矢　野　秀　樹 心臓血管センタ
2290 秋　積　大　地 埼玉県
2291 泉　野　拓　児 東京都
2292 堀　川　　　茂 札幌市
2293 市　木　忠　司 シティラン
2294 若　松　佑　太 ＥＵＲＥＸＡＣ
2295 荒　川　洋　平 根室市
2296 橘　　　政　翔 札幌市
2297 杉　山　飛　馬 Ｂｅａｎｓ
2298 中　村　　　凌 東京都
2299 辰　巳　正　幸 湘南ランニング
2300 井　上　　　修 福岡県
2301 吉　田　祐　也 福岡県
2302 菅　野　智　也 札幌市
2303 田　中　　　彰 兵庫県
2304 中　村　　　真 東京都
2305 森　　　一　晃 札幌市
2306 岩　田　惠　五 逗子市陸協
2307 紫　竹　　　光 エクセルＲＣ
2308 野　呂　知　広 江別市
2309 鈴　木　秀　男 東京陸上競技協
2310 大　場　孝　志 千葉陸協
2311 加　藤　拓　也 旭川市
2312 塔　野　功一郎 すべランナーズ
2313 坂　元　正　博 千葉県
2314 楠　本　怜　史 東京都
2315 余　語　淳　平 ＲＣマルボーサ
2316 堀　口　貴　志 群馬県
2317 處　　　弘　樹 千葉県
2318 吉　田　　　誠 ゆるっとＲＵＮ
2319 井　出　涼　介 全農
2320 則　本　　　薫 北区ランナーズ
2321 増　田　実　利 ＭＲＣ
2322 山　崎　俊　克 札幌市
2323 武　井　　　健 札幌市
2324 得　能　博　允 軽米町陸協
2325 日　高　良　明 埼玉陸競
2326 髙　石　敏　伸 アスビック
2327 河　野　栄一郎 大月市陸協
2328 吉　原　　　穣 埼玉県
2329 阿　部　匡　樹 札幌市
2330 山　地　広　尚 旭川市
2331 木　村　正　顯 アラプロモＲＣ
2332 早　川　友　康 神奈川県
2333 坂　本　良　典 札幌市
2334 羽根田　周　平 東京都
2335 相　澤　良　幸 クラブＲ２東
2336 庄　司　泰　庸 サウルスジャパ
2337 佐　藤　裕　太 神奈川県
2338 布　田　達　也 旭川市
2339 深　作　昌　士 旭川市
2340 三　宅　吾　郎 ＴＥＡＭＲ×Ｌ
2341 上　田　紘　希 福岡県
2342 村　上　謙　二 ＭＲＣ
2343 乙　間　浩　二 斜里町役場
2344 小　田　裕　也 千葉県
2345 伊　藤　恭　久 たかちー
2346 杉　山　　　令 沼トラ
2347 舛　田　　　格 ＡＳＥ
2348 安　野　昭　彦 ＣｏｚｙＪｏｙ
2349 橋　場　教　司 札幌陸協
2350 松　田　啓　一 ｒｉｓｅ　ｒｃ
2351 宮　下　良　二 エーザイ
2352 福　山　　　昇 神奈川県
2353 高　川　敏　彦 広島市役所
2354 林　　　正　次 林治療整体院
2355 井　上　恒志郎 札幌市
2356 熊　切　宜　孝 神奈川県
2357 小　池　　　徹 クラブＲ２
2358 佐　藤　喜　亮 クラークＲＣ
2359 宮　田　雄　太 東京都
2360 小　路　　　拡 札幌市
2361 丸　山　卓　也 プリズン網走
2362 藤　田　欣　也 恵庭ＮＲＣ
2363 木　村　如　宏 丹波篠山市陸協
2364 七　村　祥　平 鹿児島県
2365 湊　　　博　詞 イブリジニー
2366 神　崎　宏　治 広島県
2367 小　畑　圭　介 滋賀県
2368 宮　崎　師　嘉 Ｒ２東日本
2369 三　藤　福　治 姫路陸上競技
2370 工　藤　勇　太 江差ＡＣ
2371 高　橋　　　務 西武造園
2372 佐　藤　英　則 札幌市
2373 大　熊　健　斗 札幌市医科大学
2374 野　村　拓　哉 米山ＲＣ
2375 伊　藤　峰　幸 ＪＲ札幌病院
2376 太　田　壮　彦 大阪府
2377 井　上　晴　貴 札幌市
2378 佐　藤　和　弘 北海道
2379 若　林　泰　宏 Ｓ塾
2380 中　村　友　祐 千葉県

…日本陸上競技連盟登録競技者
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6

2381 須　佐　涼　風 札幌市
2382 岸　上　明　裕 石狩市
2383 井　上　聡　志 帯広市
2384 池　田　正　文 ＳＤ
2385 富　岡　賢　一 陸上自衛隊
2386 田　中　健　一 ＥＢＧ
2387 平　田　浩　輝 美作ＡＦ
2388 武　智　直　道 広島ＨＲＣ
2389 大　沼　龍之介 釧路市
2390 田　中　崇　幸 札幌陸協
2391 内　匠　航　平 北ガスＲＣ
2392 安　達　　　功 神奈川県
2393 三　輪　博　士 奈良県
2394 奥　村　健太郎 東京都
2395 森　谷　公　亮 Ｓａｎｔｅｎ
2396 安　達　直　希 札幌市
2397 篠　田　安　史 フクシムラン
2398 石　川　昇　大 滋賀県
2399 服　部　知　輝 東京都
2400 佐　藤　代　和 一戸町陸協
2401 森　田　　　豪 札幌市
2402 仲　村　　　敬 大阪府
2403 西　田　純　一 札幌市
2404 渕　脇　勝　志 ＴｅａｍＭ×Ｋ
2405 佐々木　淳　浩 ツルハ
2406 山　上　貴　大 教職員互助会
2407 伊　東　宏　晃 神奈川県
2408 今　井　　　希 宮城県
2409 岡　本　　　暢 ＫＴＣ
2410 肥　後　　　巧 キッコーマン
2411 前　田　勇　輝 東京都
2412 鳥　羽　健　太 鳥羽整形外科
2413 中　川　裕一郎 ＭＴＲＣ
2414 柴　田　直　樹 作．ＡＣ札幌
2415 傳　田　尚　徳 埼玉県
2416 木　村　知　範 カローラ札幌
2417 栗　林　大　悟 山岳部
2418 吉　川　颯　真 北海道大学
2419 齊　藤　秀　樹 ＴＥＡＭちんす
2420 駒　井　大　河 滝川市
2421 齋　藤　　　宏 酒田市陸協
2422 三　好　裕　之 札幌市
2423 深　谷　洋　明 ｓｒｃ
2424 加　藤　佳　英 室見川ＲＣ
2425 横　川　裕　理 千葉県
2426 高　木　勇　瑠 伊達市
2427 釜　谷　茂　樹 札幌市
2428 末　廣　哲　也 山口県
2429 明　圓　康　紀 石川陸協
2430 森　中　博　之 山口県
2431 城　丸　篤　史 鷹栖町
2432 大　島　紳　弥 東京陸連
2433 前　谷　昇　平 札幌市
2434 安　部　伸　吾 千歳市
2435 田　中　永　良 東京都
2436 廣　石　譲　治 まるお製作所
2437 冨　田　俵　馬 ひょうま
2438 荻　野　哲　生 愛知県
2439 惠　本　楓　也 東ソー四日市
2440 山　本　真　司 雪華会
2441 沼　野　　　寛 ●無所属
2442 千　葉　正　道 ルネサンス仙台
2443 佐　藤　邦　享 ＫＲＣ
2444 服　部　大　祐 ＦＲＯＧ
2445 渡　邉　遼　平 作．ＡＣ札幌
2446 敦　賀　一　正 ジン
2447 小　竹　純　平 開発調査研究所
2448 川　上　峻　司 農地　かめ
2449 丁　野　克　己 ホノルル同走会
2450 山　名　祥　貴 札幌市
2451 三　浦　隆　司 滋賀県
2452 巖　城　　　学 Ｔｅａｍイワキ
2453 住　谷　亮　太 滋賀
2454 福　井　将　貴 岡山陸協
2455 中　安　秀　人 ＲｅＲｕｎＲＣ
2456 野　沢　　　剛 ＳＲＣ
2457 中　野　悠　史 ＴＧＴ
2458 桑　原　努力志 東京都
2459 島　貫　裕　太 ＫＲＣ
2460 豊　田　健　介 田宮ロケッツ
2461 島　崎　　　剛 埼玉陸協
2462 中　本　裕　之 大阪陸協
2463 矢　間　靖　人 郵船
2464 下　竹　章　寛 東京都
2465 駒　津　普　司 西置賜陸協
2466 本　間　満　弘 石垣電材
2467 武　田　悦　男 佐々木走友会
2468 長谷川　公　範 札幌山の上病院
2469 滝　井　利　昭 札幌陸協
2470 姫　野　孝　幸 サンフラン熊本
2471 中　村　　　仁 東京陸協
2472 竹　内　雅　之 大阪府
2473 上　野　　　宏 熊本陸協
2474 岡　村　昭　彦 大阪府
2475 浅　井　昌　幸 東京陸協
2476 石　川　貴　之 Ｒ２東日本
2477 小野沢　　　司 名寄
2478 神　原　　　健 大阪陸協
2479 須　藤　達　雄 千葉陸協
2480 早　島　康　宏 あすリードＲＣ
2481 後　藤　秀　隆 札幌市
2482 上　原　　　渓 ちばりよ～ＲＣ
2483 山　口　浩　満 ハートブレイク
2484 木　村　勝　利 埼玉県
2485 池　田　竜　也 大阪府
2486 正　木　　　徳 札幌陸協
2487 香　山　智　之 天白川走友会
2488 水　野　昌　和 イーバリュー

2489 山　田　　　徹 福岡陸連
2490 猪　又　慎　一 札幌市
2491 真　鍋　一太郎 東京都
2492 山　田　敦　久 晩酌家ふらり
2493 金　子　　　至 埼玉県
2494 石　津　克　也 豊中ＧＣ
2495 石　橋　明　浩 輔仁会ＲＣ
2496 木　下　　　敦 ＴＯＫＡＩ
2497 塩　田　仁　志 東京都
2498 新　谷　政太朗 札幌市
2499 松　本　洋　一 千歳ランナーズ
2500 山　本　宗　孝 千葉県陸協
2501 柴　　　達　也 東京都
2502 早　川　賢　一 ＤｒｅａｍＡＣ
2503 小　山　邦　彦 ニッポンランナ
2504 東　原　光　亮 ＵＲＣ
2505 笹　嶋　秀　明 福岡県
2506 伊　澤　秀　寿 神奈川県
2507 小　林　博　之 札幌市
2508 西　條　建　一 島．ＲＣ千歳
2509 上　村　英　生 ウィングＡＣ
2510 三　輪　佳　祐 ＫＯＫＯＲＯ
2511 山　脇　健　一 ボアネージュ
2512 山　田　明　憲 クラブＲ２東日
2513 古　内　　　一 札幌市
2514 笠　井　　　強 チームＭＮＹ
2515 鈴　木　真　人 颯００３ＲＣ
2516 森　　　一　也 愛知県
2517 金　﨑　洋　介 （株）谷村建設
2518 中　村　　　佑 目黒区役所
2519 大　野　　　晃 札幌市
2520 市　橋　秀　之 愛知県
2521 柴　田　政　幸 ｅＡ東京
2522 潮　田　幹　生 大阪府
2523 藤　兼　啓　恭 ＮＴＴアカシア
2524 池　浦　　　明 苫小牧気分走会
2525 鹿　山　和　義 ｅＡ大阪
2526 佐　野　伸　樹 上士幌町
2527 舩　倉　満　夫 東京陸協
2528 中　務　智　彰 奈良県
2529 北　條　雄　輔 旭化成東京ＲＣ
2530 秋　山　謙　二 福岡陸協
2531 椛　　　宏　一 天白川走友会
2532 福　永　　　剛 大分陸協
2533 小　林　拓　哉 ＢＬＯＯＭ
2534 村　山　保志人 ＣＯＺＹＪＯＹ
2535 吉　川　昌　隆 ハムケンＲＣ
2536 金　沢　雄一郎 埼玉県
2537 福　嶋　　　宏 東京都
2538 桃　井　真之介 東京陸協
2539 中　村　文　俊 上富良野業務隊
2540 河　原　　　智 滋賀県
2541 上　形　　　健 茨城陸協
2542 藤　村　雅　史 ＢＫＫ走遊会
2543 西　山　秀　人 Ｆｒｅｅｍａｘ
2544 西　島　伸太郎 ノースグリッド
2545 中　山　信　次 兵庫県
2546 原　崎　真　也 モーチャチャ
2547 武　岡　慎二郎 武岡家
2548 細　見　和　広 神奈川県
2549 片　桐　且　幸 旭川市
2550 清　水　憲　章 南仙台走友会
2551 金　田　　　眞 ＣＲ２北海道
2552 吉　田　孝　廣 三島走友会
2553 小　椋　敬　太 埼玉県
2554 佐　藤　　　健 ＳＲＣ
2555 富　永　裕　二 ハイタッチＣ
2556 広　瀬　一　雄 サムズ・アップ
2557 壬　生　　　誠 ＡＩＧ
2558 本　田　　　賢 郡山ヒロセ電機
2559 本　間　工　士 ｅＡ東北
2560 寺　本　光　佑 札幌市
2561 高　野　　　誠 （株）タカノ
2562 山　下　正　司 東京陸協
2563 佐　波　龍　彦 東京都
2564 武　部　健　一 千葉県
2565 岡　村　健　一 ベル２４
2566 阿　部　　　章 東京陸協
2567 角　谷　秀　樹 弥富製作所
2568 伊　藤　千　宜 札幌市
2569 重　倉　朋　和 スズラン
2570 古　田　修　一 福岡陸協
2571 黒　川　敦　史 大阪府
2572 若　松　真　一 小樽市
2573 金　田　一　彦 三角山走友会
2574 増　田　和　哉 ＴＸランナーズ
2575 星　野　清　統 札幌市役所
2576 金　子　祐　介 作．ＡＣ札幌
2577 戸　川　康　直 前田建設工業
2578 柳　瀬　英　樹 ＣＲ２北海道
2579 守　山　卓　也 ミノタウロス
2580 佐　藤　　　剛 クロネコ
2581 大　貫　敬　嘉 秋田陸協
2582 田　中　　　勲 ＴｅａｍＭｘＫ
2583 河　野　哲　也 常磐マイペース
2584 リュー　ダニエル 東京都
2585 菊　池　和　人 札幌市
2586 吉　田　郁　也 東京都
2587 櫻　井　和　夫 リスタート
2588 藪　中　晃　宏 士別市役所
2589 高　田　　　訓 耳鼻麻生病院
2590 田　畑　聡　文 道南陸協
2591 坂　本　憲　一 兵庫県
2592 小　川　敦　司 岐阜県
2593 矢　野　和　郎 ラン愛練習会
2594 安　部　政　治 なにわＭＣ
2595 吉　田　拡　司 東京都
2596 加　藤　　　圭 日本ヒューム

2597 遠塚谷　　　寿 東京陸協
2598 前　島　敏　明 チームみるこ
2599 紀　　　哲　郎 一八興業水産
2600 村　上　時　弘 クラブＲ２東日
2601 大　野　順　一 東海理化
2602 角　　　彰　輔 めだかとどんた
2603 中　尾　直　次 ジーアールラボ
2604 大川原　辰　也 札幌市
2605 顕　谷　元　幸 ｇｏ－ｇｏ
2606 稲　葉　仁　志 札幌市
2607 中　静　一　棋 ＰＵＲＣ
2608 高　橋　　　覚 山形県
2609 大　谷　　　修 神奈川県
2610 秋　元　正　之 札幌陸協
2611 工　藤　和　貴 千歳市
2612 藤　　　克　己 室蘭入江ＲＣ
2613 西　沢　　　享 千葉陸協
2614 内　藤　和　久 ラフネス走遊会
2615 横　山　新一郎 そうごう薬局
2616 谷　　　昌　一 東京陸上競技会
2617 黒　川　甲　斐 大阪府
2618 中　村　祐　司 ＮＫＫ大阪城Ｗ
2619 岩　館　　　誠 よつばＣＬ
2620 松　井　芳　樹 京都府
2621 田　嶌　一　徳 もくもくＴＲＣ
2622 川　畑　雅　樹 ＣＲ２東日本
2623 坂　野　彰　則 エクセルＲＣ
2624 田　中　国　彦 アスレック
2625 佐々木　　　駿 埼玉県
2626 加　藤　雅　浩 ＲＪＣＭＡＴＣ
2627 田　川　正　司 大阪府
2628 関　口　和　則 恵庭市
2629 熱　海　恭　平 東京都
2630 渡　辺　清　文 ランプロＲＣ
2631 嶋　木　　　勉 ＥＡＣ
2632 米　田　幸　司 熊本陸協
2633 大　石　嘉　昭 東京都
2634 入　来　晴　之 セキスイハイム
2635 折　田　雅　久 ワンダーランズ
2636 萩　原　吉　孝 ハギノＲＣ
2637 正　籬　　　聡 ＪＯＡＫ
2638 長　田　直　人 平岡南小
2639 米　澤　博　史 プリズン網走
2640 佐　藤　敏　行 宮城県
2641 原　　　敏　雄 刀水アスリート
2642 丸　井　俊　英 株式会社カネカ
2643 早　川　直　起 静岡県
2644 小　篠　正　慶 札幌市
2645 石　原　知　幸 東京陸協
2646 伊　藤　健　太 伊藤医院加美町
2647 宮　本　正　樹 東京都
2648 松　田　裕　行 株式会社カネカ
2649 河　合　竜　佐 まるランニング
2650 岸　本　明　大 ジャンクヤード
2651 谷　川　弘　一 東京陸上協会
2652 廣　瀬　匡　利 アトミクラブ
2653 小　野　和　幸 神奈川県
2654 坪　倉　貴　志 つけものーず
2655 竹　内　茂　雄 東京陸協
2656 野　村　　　格 ランコネ
2657 和　久　政　明 東京都
2658 橋　本　勝　博 ＡＲＣ
2659 太　田　　　崇 東京都
2660 中　川　孝　生 ちばりよ～ＲＣ
2661 鍋　藤　博　一 福岡県
2662 長　尾　　　彰 Ｒ２中日本
2663 岩　田　行　弘 愛知陸協
2664 知　野　克　彦 三菱製鋼
2665 岡　田　尚　之 ｅＡ東京
2666 井　手　直　也 札幌市
2667 山　田　圭　一 大阪陸協
2668 池　田　英　樹 栃木マスターズ
2669 米　澤　公　敏 日本製鐵君津
2670 大　森　昭　久 浪速ＡＣ
2671 藤　原　広　樹 愛知県庁野球部
2672 越　智　信　博 明石大橋ＡＣ
2673 德　元　勝　成 さよっぺ
2674 平　野　友　善 サッポロビール
2675 平　松　琢　磨 走るもんの会
2676 小　林　俊　貴 東京都
2677 杉　山　英太郎 キャンサーズ
2678 皆　川　貴　行 東京都
2679 福　澤　　　淳 株式会社カネカ
2680 伊　藤　忠　弘 東京都
2681 南　　　昭　之 大日本印刷
2682 村　上　諄　能 大和ハウス工業
2683 布　施　倫　宏 道新総合印刷
2685 山　田　聡一郎 わさほさ
2686 今　村　之　彦 東京都
2687 寺　澤　武　則 駒沢公園ＪＣ
2688 青　木　慎　吾 日立建機
2689 大　江　哲　也 ＡＢＶ
2690 波　田　龍　司 ＲＵＮＬＩＦＥ
2691 小　口　裕　也 東京陸協
2692 工　藤　恒　生 クラブＲ２東北
2693 細　根　篤　史 長野県
2694 伊　藤　浩　毅 東京都
2695 亀　山　　　伸 ＤＡＣ
2696 安　井　壮一郎 沖縄県
2697 中　田　恭　裕 屯田なかた整骨
2698 中　川　茂　明 大阪陸協
2699 柴　田　慎一郎 東京都
2700 布　田　裕　一 大阪陸協
2701 黒　沢　佳　祐 神奈川県
2702 中　島　　　寿 大阪府
2703 田　中　将汰郎 愛知県
2704 伊瀬谷　　　圭 ビール大好き
2705 五十嵐　勝　見 ムーンスター

2706 田　中　　　健 神奈川県
2707 二　瓶　尚　之 ゴーゴーマシン
2708 森　　　道　泰 ＲＵＮ－札幌
2709 中　岡　章　広 札幌市
2710 千　葉　　　淳 石巻ＲＣ
2711 高　橋　　　剛 札幌市
2712 松　山　恭　樹 ＣＲ２北海道
2713 松　川　裕　哉 東京都
2714 原　　　貴　洋 美唄市
2715 東　山　　　哲 東京陸協
2716 新　開　倫　之 西宮市陸協
2717 葛　本　恵　一 大阪陸協
2718 三　田　洋　史 和歌山県
2719 土　田　　　燈 ＴＥＡＭ貴６５
2720 高　野　保　真 神奈川県
2721 蒲牟田　和　彦 世田谷区ランナ
2722 舩　尾　圭　一 千歳市
2723 野　田　大　介 ＴＡＲＣ東京
2724 寺　島　茂　和 三軒茶屋
2725 藤　原　睦　教 愛媛県
2726 三　宅　茂　雄 大阪府
2727 藤　林　道　郎 杉並区陸協
2728 秋　葉　雄　大 千葉県
2729 庄　野　泰　弘 Ｒ２北海道
2730 福　原　光　一 熊石あわび～ず
2731 千　葉　寛　之 川崎市陸協
2732 渡　辺　貴　史 ＭＩＰ
2733 谷　藤　弘　知 ＥＣＯ
2734 秋　田　洋　明 キッコーマン
2735 江　口　浩一郎 大阪府
2736 本　田　信　一 東京
2737 梶　田　素　史 愛知県
2738 本　田　武　史 愛知県
2739 小　南　貴　彦 兵庫県
2740 高　津　孝太郎 ＳＦＪＲＣ
2741 米　田　冬　門 北海道陸連
2742 市　原　聖　大 千葉県
2743 岡　野　宏　保 クラブＲ２東
2744 石　田　　　力 長谷川塾
2745 田　岡　健　児 ＩＧやまと
2746 布　廣　知　哉 札幌市
2747 長谷川　大　介 ベオーネＡＣ
2748 相　馬　　　大 東京都
2749 西　尾　英　樹 札幌陸協
2750 堀　　　裕　貴 江別市
2751 山　田　哲　央 小樽　恭香
2752 真　田　俊　之 クラブＲ２
2753 砂　崎　広　明 前橋市陸協
2754 葛　西　未　来 横浜市陸上競技
2755 清　水　泰　生 京都マスターズ
2756 勝　木　信　行 正興電機
2757 大　竹　　　旭 埼玉県
2758 木　村　典　久 チーム大友
2759 安　藤　　　司 アドクリーン
2760 田　中　達　徳 釧路市
2761 山　形　裕　彦 大阪府
2762 渡　辺　敬　之 静岡県
2763 中　田　昌　信 東京都
2764 青　木　源　宣 札幌市
2765 小　見　和　也 埼玉大学
2766 須　藤　　　脩 東京都
2767 佐　藤　　　大 ＧＲＯＥＮ
2768 前　山　雄　弘 静岡県
2769 高　橋　龍　宇 日本環境設計
2770 小　林　陽　介 札幌市
2771 岡　崎　修　一 ＯＮＥＴＯＫＹ
2772 飛　田　昌　良 ラトリ特戦隊
2773 西　迫　　　良 神奈川県
2774 倉　原　　　郁 竹田市陸協
2775 宮　本　隆　信 高知県
2776 芝　﨑　元　就 ＹＭＲＣ
2777 高　野　　　瞬 熊本県
2778 山　下　慎　一 東京陸連
2779 藤　田　洋　規 ＯＴＲＣ
2780 原　崎　靖　隆 レースフリーク
2781 大　曲　茂　生 京極麦酒
2782 大　友　一　司 宮城陸協
2783 中　田　伸　吾 上尾市陸協
2784 成　田　芳　道 北大施設部
2785 大　井　貴　博 東海第四高校
2786 目　出　裕　介 ＭＭＰ
2787 古　川　慎　也 ＳＴＡＲ・ＲＣ
2788 藤　澤　孝　司 三重県
2789 山　越　幸　康 赤レンガ走友会
2790 ＣＨＡＮＧ　ＪＵＮＪＩＥ 福岡県
2791 小笠原　直　幸 徳島県
2792 森　岡　大　智 東京都
2793 芹　澤　寛　正 東京陸協
2794 岡　　　　　稔 旭川市
2795 安　田　大　成 埼玉県
2796 杉　村　朋　晃 小樽後志陸協
2797 茂　呂　卓　郎 クラブＲ２
2798 功　刀　　　翼 埼玉県
2799 大久保　和　章 札幌厚生病院
2800 瀬　尻　健太郎 三菱重工ＲＣ
2801 村　田　玲　一 Ｍ＠平塚
2802 北　村　一　誠 東京陸協
2803 高　橋　正　憲 ＯＮＥＴＯＫＹ
2804 岩　崎　光　洋 東京都
2805 南　澤　明　宏 チームへべれけ
2806 森　田　隆太郎 東京陸協
2807 小　杉　博　志 千葉県
2808 瀧　上　　　豊 ｒ２北海道
2809 甲　斐　元　康 札幌市消防局
2810 鈴　木　　　啓 ＭＲＣ
2811 若　林　　　努 札幌市
2812 佐　藤　達　也 ＣＲ２中日本
2813 高　橋　直　睦 小金井公園走友

…日本陸上競技連盟登録競技者

ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属
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2814 堀　江　英　生 愛知県
2815 大　東　宏　次 ウイングＡＣ
2816 棟　石　　　慧 ｉｒｏｈａｎａ
2817 西　東　　　昇 東京都
2818 西　松　敏　昭 岐阜県
2819 沼　田　昌　之 札幌市
2820 臼　杵　　　剛 静岡県
2821 齋　藤　　　俊 道央労災病院
2822 梶　本　繁　樹 ナイトランＡＣ
2823 稲　岡　　　亨 兵庫県
2824 多　田　健　二 日立建機
2825 関　澤　幸　蔵 札幌市
2826 鈴　木　　　宏 二子玉川走友会
2827 柳　橋　　　閑 ＯＮＥ　ＴＯＫ
2828 崎　元　大　志 東京都
2829 永　冨　宏　明 富士食品工業
2830 平　田　秀　樹 みるく
2831 宮　川　喜久生 別府マラソンク
2832 志　田　保　稔 三宿ＡＣ
2833 鳥　越　和　人 標津町
2834 長　戸　和　光 クラブＲ２九州
2835 近　藤　万　雅 東京陸協
2836 吉　田　善　博 東京陸協
2837 青　木　　　輝 広島県
2838 前　川　智　貴 ほくやく
2839 宇　野　康　輝 ランスポット
2840 杉　下　博　一 チームへべれけ
2841 白　井　嘉　一 札幌市
2842 林　　　多喜夫 酪農学園ＡＣ
2843 古　川　良　明 札幌市
2844 澤　幡　元　輝 群馬県
2845 髙　宇　堅　一 札幌市
2846 水　野　隆　志 サウルスＪＰＮ
2847 小松崎　　　真 ＺＷＯＲＫＳ
2848 薮　田　欣　一 札幌市
2849 渡　辺　教　寛 千葉県
2850 長　野　利　文 勝鮨
2851 上　杉　和　弘 札幌市
2852 松　村　　　実 やまなかＲＣ
2853 岩井原　瑞　穂 福岡県
2854 島　本　曜　彰 小金井公園ＲＣ
2855 服　部　雄　亮 クミランナーズ
2856 木　田　真　道 アトミクラブ
2857 土　居　聖　武 大分県
2858 芦　田　敦　史 チームアッシー
2859 明　石　　　建 秋田県
2860 夏　川　雅　宜 兵庫県
2861 深　田　達　彦 東京都
2862 田　中　宏　尚 楽走４１２旭川
2863 薬　袋　高　久 多摩湖ＲＣ
2864 清　永　宏　之 福岡県
2865 古　田　研　輔 奈良県
2866 鬼　頭　和　義 新冠町
2867 竹　谷　信　徳 恵庭市
2868 山　西　知　之 ミツモ
2869 齊　藤　泰　臣 東武ＴＯＰ
2870 岡　村　　　峻 札幌市
2871 西　森　秀　二 ノースウインド
2872 狩　野　陽　介 かの
2873 長　嶺　信　悟 東京都
2874 小　山　俊　大 鳥貴族好き
2875 宮　下　修　文 函館　高龍寺
2876 宗　宮　大　起 岐阜県
2877 鈴　木　亮　祐 愛知県
2878 菊　岡　政　貴 愛媛県
2879 流　王　登志雄 兵庫県
2880 四　木　定　宏 さつろうＲＣ
2881 目　崎　拓　也 音更町
2882 平　野　雅　士 東京陸協
2883 河　井　信　二 大阪府
2884 山　本　弘　隆 福岡陸上競技協
2885 藤　澤　信太郎 福岡県
2886 石　尾　泰　章 札幌市
2887 出　口　裕　介 岩見沢市
2888 丸　山　茂　樹 愛知県
2889 高　橋　　　勉 鎌倉１９６８
2890 西　村　憲太郎 神奈川県
2891 西　浦　　　匠 チャリ貴族
2892 河　内　淳　平 ｌｉｖｅｒｕｎ
2893 犬　島　顕　治 東京陸協
2894 荒　川　伸　夫 大阪
2895 大　坪　恵太郎 ボルドークラブ
2896 坂　井　敏　憲 北広島市
2897 牟　禮　辰　洋 ファイトマシン
2898 Ｊｏｈｎ　Ｂｏｗｅｒ 北大・水産学部
2899 山　本　智　彦 千歳市
2900 内　山　貴　博 福岡県
2901 嘉　村　　　透 宮崎県
2902 義　平　大　樹 ちばりよ～ＲＣ
2903 野　島　大　輝 千葉県
2904 濱　元　靖　典 クラブＲ２九州
2905 石　澤　詳　司 札幌陸協
2906 斎　藤　幸　広 道マラソンク
2907 林　　　幹　人 東京都
2908 吉　田　たかし 東京都
2909 石　田　　　清 東京陸協
2910 恩　田　　　圭 釧路市
2911 粉　川　幸　司 明走会
2912 増　田　　　明 札幌市
2913 二　郷　元　彦 市立旭川病院
2914 北　尾　勝　則 東京都
2915 斎　藤　大　輔 函館市
2916 中　島　健　翔 千葉大医学部
2917 中　井　　　慶 大阪府
2918 藤　本　宏　志 兵庫県
2919 菅　原　正　彦 ドリームサロマ
2920 樋　口　京　介 群馬ＴＦ
2921 出　口　祐　世 神奈川県

2922 高　畠　　　浩 岡山県
2923 飯　塚　徹　知 紐育的寿司集団
2924 志　賀　秋　人 新潟県
2925 坂　井　一　裕 東京都
2926 岡　本　真理人 ＪＣＣＰ
2927 岡　　　嗣　人 愛知県
2928 森　岡　　　洋 茨城ジョガーズ
2929 山　寺　毅　宏 ハリアーズ
2930 小　澤　和　仁 神奈川県
2931 矢　野　太　朗 ベル２４
2932 渡　邉　竜　二 只見高校野球部
2933 小田島　茂　樹 ＰＴＣ
2934 多　賀　哲　也 東京都
2935 村　瀬　豊　明 ｅＡ愛知
2936 加　藤　敏　博 東京都
2937 井　上　宜　久 ＴｅａｍＭ×Ｋ
2938 今　泉　大　輔 Ｒ２中日本
2939 清　田　庸　介 日本肥糧
2940 菊　池　基　朗 新ゆり走遊会
2941 梅　島　　　修 七夕会マラソン
2942 長　内　裕　宣 小樽陸協
2943 吉　行　順　一 ガチＲＵＮ？
2944 西　郷　正　実 東京陸連
2945 絹　村　利　行 …△……△◎…
2946 河　端　泰　廣 山口市陸協
2947 三　田　雅　仁 神奈川県
2948 木　嶋　正　博 埼玉県
2949 小　形　能　章 Ｒ２北海道
2950 大　谷　崇　弘 Ｒ２中日本
2951 萬　谷　俊　美 熊石あわび～ず
2952 安　井　覚　弘 江東区陸協
2953 佐　藤　昌　宏 ｍｉｎｏｒｉ
2954 榊　原　大　介 東京都
2955 飛　松　英　明 鹿児島県
2956 海老岡　　　健 正栄食品工業
2957 渡　辺　博　樹 羽幌町役場ＲＣ
2958 柴　尾　和　徳 福岡県
2959 斎　藤　大　作 タイムボカンズ
2960 池　上　浩　二 東洋製罐ＧＨＤ
2961 立　岡　哲　也 ＥＡ愛知
2962 碓　井　総　磨 岐阜陸協
2963 鈴　木　竜　也 チームゴリラン
2964 田　中　　　大 札幌市
2965 間　嶋　直　樹 札幌市
2966 木　内　啓一朗 神奈川県
2967 右　崎　和　昭 愛媛県
2968 今　中　英　樹 ＴｅａｍＭｘＫ
2969 菊　地　十　郎 グリーンＮＲＣ
2970 小　山　友　宏 小山クレーン
2971 元　木　康　人 広島県
2972 藤　田　隆　行 札幌市
2973 岸　田　邦　夫 神奈川県
2974 日　野　竜　也 福岡陸協
2975 高　嶋　元　治 名寄市役所ＪＣ
2976 安　藤　　　滋 東京陸連
2977 佐々木　　　剛 大阪陸協
2978 大　林　聖　寛 神戸市陸協
2979 西　村　茂　樹 千歳ランナーズ
2980 下　山　貴　弘 ｓｉｄｅ－Ｂ
2981 高　橋　淳　一 クラブＲ２
2982 福　井　　　順 東京都
2983 野　村　祐　介 熊谷総合病院
2984 朴　谷　弘　和 ＮＴＴアカシア
2985 和　田　正　典 Ｔｅａｍ半蔵門
2986 前　田　元　寛 ＭＲＣネムロ
2987 大　森　弘　喜 神奈川県
2988 中　川　貴　博 千葉県
2989 齊　藤　　　格 埼玉県
2990 吾孫子　雄　希 東京都
2991 佐　藤　利　昭 ホクレン
2992 赤　堀　佑　介 東京
2993 道　岡　彰　宏 愛知県
2994 今　野　政　孝 Ｒ２東日本
2995 小　西　　　亨 群馬県
2996 渡　辺　　　哲 千葉県
2997 荻　田　俊　輔 ＴｏｐＧｅａｒ
2998 遠　藤　　　健 東京陸協
2999 松　本　尚　貴 稚内信用金庫
3000 関　口　　　斉 東京都
3001 田　中　　　徹 ほくやく
3002 平　井　知　之 藤沢市陸協
3003 田　中　利　和 東京陸上競技協
3004 浅　倉　和　史 ＧＲｌａｂ関東
3005 中　臺　利　也 チームわさほさ
3006 佐　伯　秀　雄 岡山県
3007 山　崎　　　進 渡部兄弟
3008 魚　返　慎　也 東京陸協
3009 福　井　靖　夫 九大アヒレス
3010 岩　井　　　剛 松戸市陸協
3011 藤　井　健　人 東北電力ＮＷ
3012 山　本　展　誉 延岡ＭＣ
3013 福　田　　　仁 ハノハノ陸上部
3014 金　平　雅　也 ちばりよ～ＲＣ
3015 西　森　直　哉 ＳＷＡＣ
3016 蜂　谷　　　豊 札幌市
3017 渡　辺　大　貴 高知ＭＭＣ
3018 仁　尾　一　義 出光北海道ＲＣ
3019 角　田　和　義 出光興産徳山
3020 井　池　祐　貴 出光興産
3021 藤　牧　謙　之 株式会社カネカ
3022 平　瀬　豪　宏 三菱地所
3023 村　瀬　勝　彦 サントリー㈱
3024 崎　山　　　朗 東京都
3025 山　崎　　　諭 大阪府
3026 山　田　健　太 カケパパ
3027 鈴　木　啓　太 東京都
3028 福　原　郁　治 帯広市
3029 永　津　　　猛 東京都

3030 牧　山　大　輔 福岡県
3031 福　原　裕　一 Ｏｎ
3032 堀　江　昌　之 日本ランナーズ
3033 大　岩　　　徹 東京都
3034 渡　部　　　亮 札幌市
3035 田　中　博　宣 福岡県
3036 井　野　直　博 札幌市
3037 片　山　清　範 アグリズ／藤原
3038 伊　藤　　　司 新潟県
3039 竹　島　　　均 読売野幌ＳＣ
3040 木　村　　　悟 札幌市
3041 今　　　浩　哉 暴風殺夫
3042 横　江　　　崇 ＢＴＲＣ
3043 永　井　　　一 ｎｒｃ
3044 井　上　直　彦 東京都
3045 安　井　拓　也 東京都
3046 村　田　啓　児 ながせのへや
3047 殿　田　大　輔 東京都
3048 大　柳　智　裕 旭北３９ＲＣ
3049 奥　平　芳　宏 兵庫県
3050 佐　藤　隆　志 Ｒ２東日本
3051 居　上　智　典 Ｒ２北海道
3052 杉　元　啓　二 札幌ライブ
3053 姫　野　貴　紀 ＱＵＣＣ
3054 岩　越　隆　美 東京陸協
3055 坂　地　　　満 神奈川県
3056 齊　藤　祐　二 川下大穴倶楽部
3057 長　　　　　修 大濠ランナーズ
3058 竹　花　光　彦 松本市陸協
3059 丸　山　慎　治 福岡陸協
3060 丸　山　崇　範 大阪府
3061 原　野　勝　直 札幌市
3062 沼　生　　　隆 栃木県
3063 下　國　達　志 ＣＲ２北海道
3064 松　嶋　延　広 栃木県
3065 宮　崎　大　輔 東京陸協
3066 伊　藤　亮　人 千里堂メガネ
3067 鈴　木　　　誠 信濃屋食品
3068 杉　本　純　一 神奈川県
3069 伊　藤　展　也 東京都
3070 荘　司　秀　佳 神奈川県
3071 佐　野　真　大 ＮＴＴドコモ
3072 中　田　浩　紀 ＴＥＡＭたっぴ
3073 中　山　雄　彦 東洋ガラス工業
3074 柳　谷　啓　好 横浜陸協
3075 伊　藤　友　一 小樽市
3076 藤　森　喜　章 東京都
3077 前　田　満　男 Ｒ２東日本
3078 小　林　慎　弥 滝川市立病院
3079 徐　　　恩　偉 東京都
3080 佐　藤　博　昭 札幌市
3081 山　田　宙　夢 札幌市
3082 末　永　治　彦 ゼビオ東京
3083 中　野　和　明 ＬＳＤ土木Ｃ
3084 石　浦　尚　樹 東京都
3085 荒　澤　幹　康 クラブＲ２西日
3086 時　水　健一郎 兵庫県
3087 石　井　明　夫 東京都
3088 山　越　　　純 わらく堂
3089 高　橋　政　雄 高知県
3090 高　井　　　光 石川陸協
3091 池　田　正　和 神奈川県
3092 星　野　　　豊 札幌市
3093 佐々木　佑　輔 大阪府
3094 齋　藤　雅　英 神奈川県
3095 市　村　健　太 東京陸協
3096 海　藤　　　響 ＫＵＳＡ
3097 瀧　川　　　修 作．ＲＵＮ
3098 山　中　　　功 帯広市
3099 大　串　真　一 ほくよう保険
3100 森　下　　　歩 快体健歩
3101 松　島　　　章 Ｒ２中日本
3102 石　川　貴　康 東京陸上競技会
3103 藤　井　達　也 神奈川県
3104 板　垣　　　翼 釧路市
3105 金　子　陽　尚 ＳＷＡＣ
3106 高　木　勝　央 神奈川県
3107 西　澤　輝　紀 札幌市
3108 山　縣　孝　弘 ＴＡＲＣ東京
3109 地　曳　建　太 フジパン
3110 田　中　　　旭 埼玉県
3111 財　津　史　郎 財津らんラン
3112 半　田　　　悟 株式会社ＰＷＳ
3113 田　中　俊　輔 神奈川県
3114 岡　原　太　一 ムトウ
3115 鈴　木　秀　典 オホーツク陸協
3116 楠　田　　　等 茨城県
3117 前　坂　大　司 ＤｒｅａｍＡＣ
3118 佐久間　千　昭 愛知県
3119 宮　川　和　也 函館市
3120 池　田　健　二 三島市役所
3121 斉　藤　　　学 あへあほ体操
3122 野　中　敏　央 川崎陸協会
3123 中　澤　紀　雄 神奈川県
3124 中　島　大　輔 夕張市
3125 西　内　達　朗 高知県
3126 黒　田　　　稜 和歌山県
3127 檜　尾　浩一郎 ＺＢＲＣ
3128 阿　部　博　樹 島牧ＲＣ
3129 戸　水　秀　之 コープさっぽろ
3130 今　井　康　之 六華ランナーズ
3131 志喜屋　　　誠 福岡県
3132 中　江　圭　亮 高棚ＴＲＣ
3133 西　浦　淳　史 ＭＧＡ
3134 野々下　典　生 京華学園
3135 木　村　朋　路 札幌市
3136 佐　藤　慶　治 東京都
3137 山　根　弘　之 兵庫県

3138 後　藤　友　彦 ＴＥＡＭＲ×Ｌ
3139 小　松　　　滋 走る．ｋｏｍ
3140 波田野　文　紀 神奈川県
3141 奥　田　和　弘 東京陸上
3142 牧　野　真　二 西村山陸協
3143 浅　田　直　貴 札幌市役所
3144 石　井　邦　博 福岡県
3171 五十嶋　初　夫 ＧＭＲ
3172 佐　飛　宏　尚 三重県
3173 久保田　正　樹 楽走４１２旭川
3174 長　岡　　　輝 ＯＨＣ
3175 伊　藤　吉　昭 札幌市
3176 林　　　寛　之 ＶＩＶＡＲＵＮ
3177 伊　賀　正　志 Ｇｏ　ｕｐ
3178 松　田　健　汰 東健生保
3179 宇田川　佳　徳 兵庫県
3180 舛　田　秋　彦 デンソー北海道
3181 時　沢　武　史 札幌市
3182 北　崎　信　也 大阪府
3183 岸　本　敏　幸 宮城県
3184 熊　谷　健　吾 札幌市
3185 石　川　　　淳 愛知県
3186 堀　　　陽二郎 大阪府
3187 中　瀬　真　生 日テレＪＣ
3188 堀　井　賢　三 東京都
3189 菊　池　伸　嘉 愛知県
3190 小　野　　　寛 東京都
3191 中　田　　　篤 網走市
3192 半　田　雅　夫 東京都
3193 宇　城　満　山 東京
3194 藤　田　茂　雄 福岡県
3195 中　橋　　　正 千葉県
3196 岩　井　　　一 兵庫県
3197 大　崎　智　彦 東京都
3198 安　藤　　　丘 京都府
3199 畠　山　正　徳 札幌市
3200 桃　原　大　助 家教ももはら
3201 内　山　隆　久 静岡県警察
3202 志　田　大　輔 札幌市
3203 栗　原　憲　二 ＭＩ皇居ラン
3204 江　川　賢　次 札幌市
3205 和　田　晃　二 狭山池夕焼ラン
3206 工　藤　雅　彦 富良野署
3207 藤　田　和　彦 本郷小学校
3208 国　米　　　彰 神奈川県
3209 前　田　憲　二 共立空輸
3210 笛　木　知　之 Ｒ２東日本
3211 加　藤　　　崇 セレッソＲＣ
3212 高　橋　直　樹 糟屋陸協
3213 亀　山　佐　保 埼玉県
3214 齋　藤　正　人 函館市
3215 佐久間　哲　也 赤レンガ走友会
3216 松　田　　　史 県北陸協
3217 冨士原　修　司 広島県
3218 福　井　崇　士 駒沢公園ＪＣ
3219 及　川　　　哲 ＣＲ２東日本
3220 海　岸　　　亨 東京都
3221 今　泉　茂　幸 愛知県
3222 小　笹　泰　宏 Ｒ２北海道
3223 鷲　澤　幸　一 炭平４０８
3224 石　川　正　人 Ｒ．Ｎｕｔｓ
3225 佐　藤　元　喜 ＧＥ
3226 伊　藤　考　雄 ムトウ
3227 中　村　　　修 千歳市
3228 越　智　友　仁 ｅ　Ａ大阪
3229 土　屋　直　人 愛知県
3230 天　野　純　一 大阪陸協
3231 森　山　有　希 愛知陸協
3232 森　口　吉　則 走健塾
3233 倉　野　健　人 北海道
3234 下　濱　　　宏 キオクシア
3235 原　　　哲　也 東京都
3236 京　塚　敬　之 東京陸協
3237 芳　崎　元　太 神奈川県
3238 日　野　鉄　宣 神戸市陸競
3239 辻　　　康　一 ＣＲ２中日本
3240 田　口　雅　彦 釧路市
3241 奥　村　健　志 大阪府
3242 坂　野　伸　治 めめ
3243 国　谷　大　輔 函館市
3244 松　枝　隆　章 ラン愛練習会
3245 中　島　直　樹 東京都
3246 田　前　力　也 東京都
3247 八　代　恵　一 ＲＵＮＮＥＲＳ
3248 梅　沢　康　成 兵庫県
3249 西　倉　宏　昌 ちばりよ～ＲＣ
3250 古　山　陽　介 東京陸協
3251 中　垣　紳　司 ＦＲＯＧ
3252 山　口　貴　治 札幌新川中学校
3253 松　尾　善　博 大分陸上競技
3254 青　島　隆　太 千歳市
3255 下　元　寛　之 高知ＦＲＣ
3256 宮　内　紳　吾 兵庫県
3257 成　田　裕　市 ジョグキタ
3258 麻　生　英　明 神奈川県
3259 加　藤　邦　彦 東京都
3260 古　林　一　馬 やるきなしお
3261 平　尾　知　也 大阪府
3262 大　岩　秀　隆 ＯＫ２
3263 平　井　　　要 恵庭市
3264 下　川　勝　也 東京都
3265 仲　里　正　亮 埼玉大井ＲＣ
3266 羽　生　公　樹 中富良野町
3267 金　子　幸　弘 金子地所
3268 白　山　美智晴 吉井商事
3269 高　橋　裕　智 ちばりよーＲＣ
3270 五十嵐　聖　一 北区陸協
3271 吉　越　　　修 ＵＲＣ

…日本陸上競技連盟登録競技者
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3272 西　村　卓　真 東京都
3273 大　関　健　司 札幌市
3274 鈴　木　正　勝 東京陸協
3275 竹　川　大　祐 東京都
3276 畑　田　正　宏 安平町
3277 下木原　伸　一 ＢＤＫ鹿児島
3278 鷹　野　公　弘 チームＫＡＸＡ
3279 青　木　　　匡 札幌陸協
3280 秋　元　賢　吾 六華ランナーズ
3281 金　子　友　典 東京都
3282 中　谷　真　紀 ゼロベースＲＣ
3283 高　橋　祐　二 札幌市
3284 松　野　宏　治 川崎市陸協
3285 加　藤　　　淳 札幌市
3286 橋　本　拓　也 三重県
3287 杉　本　　　章 上士幌町
3288 斉　藤　敏　美 清里町
3289 熊　島　一　樹 札幌市
3290 大　倉　　　傑 千葉県
3291 藤　根　和　也 愛知県
3292 水　口　昌　仁 千歳ＭＣ
3293 醍　醐　勇　輝 東京陸上競技会
3294 佐々木　陽　平 稚内市
3295 植　松　高　志 静岡陸協
3296 森　田　正　弘 愛知県
3297 藤　田　晴　久 東京都
3298 石　門　　　聡 苫小牧市
3299 石　原　　　聡 東京陸協
3300 大　西　裕　司 ＭＡＴＡＧＩ
3301 八倉巻　　　亨 リスタート
3302 三　宅　　　孝 兵庫県
3303 畦　田　恒　洋 埼玉県
3304 澁　川　健　太 札幌市
3305 梅　井　雄　介 東京都
3306 鈴　木　英　之 神奈川県
3307 黒石田　紀　文 かけっこ和光
3308 黒　岩　通　彦 東京都
3309 野　手　大　地 札幌市
3310 佐久川　　　顕 沖縄県
3311 草ヶ谷　達　也 札幌市
3312 白　石　泰　久 札幌市
3313 池　田　朗　長 東京都
3314 前　田　和　人 恵庭市
3315 池　田　明　雄 ａｋｒ
3316 瀬名波　　　睦 札幌市
3317 東　　　達　也 新潟県
3318 西　田　正　一 ＵＲＣ
3319 佐々木　涼　介 茨城陸協
3320 清　水　昭　年 愛知県
3321 土　田　　　茂 札幌陸協
3322 山　田　英　俊 東京陸協
3323 渡　邊　洋　明 東京都
3324 増　田　優　貴 クラブＲ２
3325 澄　川　太　郎 東京陸連
3326 赤　尾　克　巳 富山県
3327 山　元　貴　久 中央大学ＯＢ
3328 中　川　嘉　雄 個人登録
3329 稲　垣　昌　宏 熊本陸協
3330 栗　栖　充　博 芽室町
3331 鳴　神　　　学 音乃木坂学院
3332 田　中　　　貴 東京都
3333 古　出　　　亘 Ｒ２中日本
3334 南　　　昌　宏 三重県
3335 増　田　　　翼 ハイブリッジ
3336 久　冨　浩　誠 福岡県
3337 小　松　史　朗 東京都
3338 甲　斐　慎二郎 ＡＮＡあきんど
3339 篠　根　　　司 北海道大学
3340 坂　戸　隆　祐 水祭走遊会
3341 川　合　章　弘 千葉県
3342 角　田　和　巳 神奈川県
3343 井　川　　　明 旭川市
3344 楠　瀬　元　彦 高知県
3345 高　橋　　　啓 東京都
3346 竹　中　祐　三 Ｇコ山ＴＲＣ
3347 田　口　克　夫 茨城陸競
3348 市　橋　陽　介 京都府
3349 日　良　篤　志 東京陸協
3350 鎌　形　真　悟 ＴＲＡＣＫ東京
3351 中　村　　　究 東京陸上協議会
3352 福　本　信　幸 東ソーＲＣ
3353 千　田　大　介 六華ＲＣ
3354 黒　田　雅　弘 札幌市
3355 青　木　洋　輔 ＭＲＣ
3356 山　根　英　人 山口県
3357 鎌　田　和　彦 神奈川県
3358 則　武　　　修 岡山県庁
3359 佐　藤　健　治 湘南ＲＣ
3360 峠　　　典　孝 川崎市陸上競技
3361 塩　滿　裕　一 山崎製パン
3362 船　渡　久　嗣 岐阜県
3363 吉　田　　　淳 東京陸協
3364 佐々木　英　治 函館少年刑務所
3365 山　本　　　周 群馬県
3366 松　井　　　聡 味スタＲＣ
3367 小　蕎　　　充 信用保証協会
3368 目　崎　祥　太 豊田通商
3369 荻　野　勇　生 ハイウインド
3370 山　岸　直　樹 留萌市
3371 片　山　裕　士 札幌市
3372 鈴　木　　　龍 東京都
3373 本　木　浩　久 東京陸協
3374 平　澤　康　之 札幌市
3375 福　田　　　寛 東京都
3376 時　松　岳　哲 兵庫県
3377 佐　藤　啓　哉 ＢＫＫＲＣ
3378 梶　田　寵太郎 名城大学
3379 軍　記　ひろし ヌメラルズ

3380 藤　本　　　統 福岡県
3381 安　川　敦　高 旭川市
3382 奈　良　正　人 秋田県
3383 渡　辺　　　旭 愛知県
3384 松　本　郷　平 東京都
3385 松　村　修　平 東京陸協
3386 南　　　鉄　也 帯広ランナーズ
3387 奥　村　文　雄 愛知県
3388 難　波　千亜樹 岡山県
3389 中　村　　　健 大阪府
3390 加　来　朋　幸 神奈川県
3391 粕　谷　孝　治 東京都
3392 岡　野　　　傑 大阪府
3393 飯　高　信　一 千葉県
3394 鳥　海　　　諒 千葉県
3395 桜　井　徹　哉 Ｃｈａｒｇｅ
3396 長谷川　淳　一 神奈川走ろう会
3397 望　月　喬　平 横浜陸連
3398 藤　田　和　憲 カントラ
3399 井　上　浩一郎 神奈川県
3400 尾　方　優　作 ＧＡＺＥＬＬＥ
3401 田　中　清　人 東京
3402 山　本　俊　彦 ファンサイクル
3403 灰　本　孝　行 福岡県
3404 天　野　恵一郎 東京都
3405 武　富　智　也 東京都
3406 小　杉　和　也 根室市
3407 松　村　和　季 熊本県
3408 下　森　保　幸 広島県庁ＲＣ
3409 卯　野　文　寛 ＫＦＰ
3410 田　尻　英　一 Ｒ２東日本
3411 小　原　直　人 ＨＯＫＵＲＵＮ
3412 大　澤　光　浩 東京
3413 児　玉　春　夫 長谷川塾
3414 北　原　健　二 札幌市
3415 廣　瀬　稔　薫 グランド
3416 八　京　　　渡 クラブＲ２北海
3417 石　川　純　也 石川陸協
3418 森　　　健　人 ＣＲ２中日本
3419 小　畑　俊　剛 早朝記録会
3420 渡　辺　寛　二 はる＆める
3421 渡　邊　祐　次 福島県
3422 清　水　徹　也 タカヤマラソン
3423 福　田　　　務 小金井公園走会
3424 渡　辺　高　宏 愛知県
3425 山　本　文　朗 ポコ＆ドルチェ
3426 富　山　久　之 爆走マイペース
3427 猪　野　正　則 宮城陸協
3428 小　林　龍　弥 ｆｒｕｎ
3429 上　杉　　　勝 寿美毘
3430 十　川　泰　夫 札幌市
3431 森　　　弘　樹 千葉県
3432 石　山　洋　平 紅屋商事
3433 道　下　智　和 旭川市
3434 岡　田　　　武 日立物流
3435 佐　藤　正　規 いちたかＲＣ
3436 倭　　　雅　則 昭和ビル
3437 北　澤　昭　彦 日本ランナーズ
3438 尾　嶋　康　宏 千葉陸競
3439 山　崎　　　慎 日発販売
3440 北　川　克　彦 北海道教育庁
3441 藤　原　茂　法 函館走ろう会
3442 伊　藤　章　人 山藤三陽印刷
3443 横　山　徹太郎 ベル２４
3444 永　田　征　吾 茨城県
3445 須　藤　隆　幸 じょうてつ藻岩
3446 上　本　正　人 和歌山県
3447 森　泉　正　寿 草加走ろう会
3448 池　上　啓　一 ＦＲＥＥ
3449 菅　野　賢　介 札幌市
3450 宮　井　祐　介 札幌市
3451 奈　良　　　哲 東京都
3452 佐　藤　大　輔 道南陸協
3453 川　北　浩　志 Ｒ２西日本
3454 久保田　悠　一 東京都
3455 中　川　徳　康 Ｒ２東日本
3456 大　畑　浩　一 ＦＲ塾
3457 高　橋　靖　明 済生会小樽病院
3458 小　林　憲　弘 札幌スポ館ＲＣ
3459 佐　藤　政　樹 熊本県
3460 榊　原　昌　宏 東京都
3461 下　野　英一郎 京都陸協
3462 沖　田　正　弘 神奈川県
3463 時　森　俊　行 豊中グリーンＣ
3464 山　本　　　潤 苫小牧市
3465 小　山　貴　史 東京
3466 竹　谷　　　純 チームマグナム
3467 山　野　壮　悟 東京都
3468 葉　山　秀　樹 パナソニック
3469 長　永　　　学 東京都
3470 本　條　琢　也 かざ車愛好会
3471 野　村　　　隆 東京都
3472 岸　本　隆　之 栃木県
3473 山　田　隆　夫 刀水倶楽部
3474 近　藤　昌　夫 Ｍ・Ｒ・Ｃ
3475 峯　　　和　彦 チームのぐちＲ
3476 徳　永　修　二 福岡陸協
3477 櫻　井　智　治 東京陸上競技
3478 鈴　木　宏　志 札幌市
3479 星　野　公　孝 チーム大熊
3480 金　井　恵　宏 埼玉陸上競技協
3481 美　藤　文　秀 川崎市陸協
3482 山　口　拓　志 宮城陸協
3483 杉　浦　竜　夫 いきもの舎ＲＣ
3484 東　泊　　　優 札幌市
3485 太　井　正　人 埼玉県
3486 北　宅　久　友 大阪府
3487 水　野　雄　一 愛知陸協

3488 森　谷　純　生 札幌市
3489 西　山　和　博 高座郡陸上協会
3490 江　坂　泰　幸 ＵＲ都市機構
3491 藤　田　倫　久 東京都
3492 木　戸　博　明 大濠ランナーズ
3493 三　浦　博　隆 ちはら台走友会
3494 原　本　浩　隆 出光千葉
3495 上　田　　　真 株式会社カネカ
3496 嶋　岡　　　淳 株式会社カネカ
3497 前　田　武　也 株式会社カネカ
3498 山　田　文　平 株式会社カネカ
3499 望　野　浩　之 第一生命
3500 梅　野　嘉　行 ＥＡＣ
3501 蓼　沼　憲　昭 日本ハム（株）
3502 明　上　卓　也 ＣＲ２北海道
3503 加　藤　彰　通 よつ葉乳業
3504 宮　本　高　志 ライズウィンド
3505 塩　田　恭　平 埼玉県
3506 成　瀬　政　敏 ＦＲＯＧ
3507 乗　田　勇　気 青森陸協
3508 片　岡　陽　一 Ｒ２東日本
3509 関　田　亮　一 東京陸協
3510 鈴　木　賢　司 ニッポンランナ
3511 村　井　啓　高 東京都
3512 森　　　孝　二 釧路地方陸協
3513 金　丸　宗　靖 札幌市
3514 入　屋　静　男 瞬走
3515 太　田　裕　章 東京都
3516 小　山　恭　寛 愛知県
3517 新　井　了　介 広島県
3518 齋　藤　大　輔 石川県
3519 大　塲　祥　平 北一ミート
3520 石　渡　勝　也 ラフネス
3521 大　城　貞　祐 沖縄県陸連
3522 岩　瀬　康　義 愛知県
3523 川　又　弘　之 日光大谷川ＲＣ
3524 奥　山　　　亨 秋田県
3525 武　藤　森　人 札幌市
3526 二本柳　昌　哉 札幌市
3527 富　所　拓　也 大阪府
3528 番　場　　　宏 ソヒちゃん
3529 岩　島　正　憲 札幌市
3530 山　中　伸　弥 大阪陸協
3531 草　場　　　実 高知県
3532 東　山　晶　造 アミティエ
3533 北別府　　　誠 北別府会計
3534 北　城　秀　司 斗南病院
3535 池　田　憲　一 奈良市民走ろう
3536 本　田　直　大 東京都
3537 清　水　　　寛 札幌市
3538 山　田　貴　之 札幌市
3539 佐　藤　　　俊 神奈川県
3540 藤　森　雅　人 札幌市
3541 山　中　啓　正 エコランナー
3542 清　水　康　澄 阪神ファン
3543 林　　　諭　史 斗南病院
3544 清　水　健　太 はれＲＵＮ
3545 渡　辺　　　亘 札幌市
3546 塩　　　太　生 トヨタ北海道
3547 安　藤　　　武 ＦＲＯＧ
3548 井　上　智　也 札幌市
3549 田　中　浩　和 大阪陸協
3550 田　中　慶　吾 東京都
3551 古　川　欣　吾 札幌市
3552 本　間　芳　雄 神奈川県
3553 木　村　龍　也 大和証券
3554 富　山　英　範 札幌開建
3555 渡　辺　英　来 ｓｉｄｅ－Ｂ
3556 兼　松　宏　憲 ＤＳＥ　Ｔ＆Ｆ
3557 高　橋　宏　明 ｅＡ東京
3558 岡　山　和　弘 洞爺湖町
3559 石　塚　正　美 栃木県
3560 野　村　研一郎 旭川市
3561 広　瀬　知　也 ５９３１
3562 名　越　康　弘 神奈川県
3563 榊　原　光　樹 Ｒ２東日本
3564 須　田　　　伸 札幌市
3565 土　田　泰　史 ＫＥＩＡＩ
3566 橋　詰　　　卓 ルネサンス函館
3567 早　坂　　　篤 クラブＲ２東北
3568 高　橋　　　和 香川県
3569 村　井　和　夫 ＮＴＴアカシア
3570 清　宮　尚　恭 ニッポンランナ
3571 渡　邉　裕　也 埼玉県
3572 松　木　健　司 バンバンクラブ
3573 伊　地　健　治 袋井市陸上部
3574 竹　中　昌　也 ラミイート
3575 斉　藤　秀　幸 龍馬ＲＣ
3576 石　井　秀　暁 茨城県
3577 新　井　康　寛 アスパラン
3578 大　平　彰　久 東京陸協
3579 佐　藤　　　薫 楽愚駄くらぶ
3580 石　原　　　豪 東京都
3581 井　上　敏　章 兵庫県
3582 太　田　　　亮 六華ランナーズ
3583 江　川　　　武 まぞっこクラブ
3584 森　田　耕　治 エアラン東京
3585 菰　田　悟　史 ＪＲ東日本東京
3586 岩　井　厚　志 ＣＲ２東日本
3587 山　岡　功太郎 ＩＢＩＲＥＮ
3588 池　沢　忠　雄 若石ローラーズ
3589 那　須　俊　一 東京
3590 山　田　　　豊 神奈川県
3591 大　水　信　幸 札幌市
3592 椎　名　康　久 都立田無高校
3593 佐　藤　雄　大 札幌市
3594 大　石　　　一 雲仙市陸協
3595 宮　腰　慎　一 富山県

3596 藤　本　大　介 七飯町
3597 對　馬　弘　明 旭川市
3598 金　谷　泰　亨 石狩市
3599 長　尾　旭　飛 札幌市
3600 飯　田　真　翔 札幌市
3601 山　田　雄　二 福井県
3602 中　山　敏　則 旭川市
3603 川　上　啓　介 札幌陸協
3604 若　山　尚　之 千葉工業大学
3605 唐　沢　貴　志 東京都
3606 渡　邊　大　樹 三重県
3607 渡　辺　哲　也 神奈川県
3608 押　切　英　司 札幌市
3609 澤　村　彰一郎 神奈川県
3610 新　宅　正　吾 たて組
3611 玉　置　啓　太 岡山県
3612 小　松　敏　紀 小樽骨髄バンク
3613 藤　波　秀　樹 岡三証券Ｇ
3614 岩　崎　　　隆 なごやっこ
3615 小　林　　　浩 マリンニクス
3616 岩　間　直　樹 ｅＡ東北
3617 佐　野　雄　一 ２ＢＦ
3618 黒　沼　伸　哉 横浜ＮＲＣ
3619 青　山　　　寛 岐阜県
3620 伊　東　隼　輝 札幌市
3621 永　井　幹　久 東京都
3622 野　口　孝　志 北町陸上クラブ
3623 三　谷　　　稔 東京陸上競協
3624 山　下　脩　宏 西出鐵工所ＡＣ
3625 村　木　茂　久 三重県
3626 笹　原　　　薫 小樽市
3627 柳　川　浩　貴 東京都
3628 井　上　　　守 大阪府
3629 藤　森　一　憲 東京都
3630 吉　田　泰　斗 札幌市
3631 山　岡　修　司 稚内市
3632 川　田　　　徹 山形市役所ＡＣ
3633 東　　　　　学 ＨＣＣ
3634 高　嶋　　　健 福岡陸協
3635 中　山　正　巳 ほくでん走遊会
3636 万　谷　吉　彦 東京陸上競技
3637 厚　主　哲　也 札幌市
3638 上　田　正　和 東京都陸上協会
3639 高　橋　慶　次 札幌市
3640 日　下　　　剛 やまなかＲＣ
3641 橋　本　伸一郎 頂プロジェクト
3642 望　月　賢　一 神奈川県
3643 久保田　　　亮 埼玉県
3644 松　本　喜　久 ベストインプレ
3645 岩　波　一　樹 ＣＲ２東日本
3646 鈴　木　義　人 札幌市
3647 土　井　義　明 ＥＡＣ
3648 森　　　恭　兵 東京都
3649 長　崎　玄　吾 神奈川県
3650 山　崎　浩　貴 旭川圭泉会病院
3651 今　野　誠　司 ＳＡＴ
3652 春　野　雅　彦 ＮＩＣＴ
3653 田　内　　　豊 大分県
3654 高　橋　信　之 駒沢公園ＪＣ
3655 畠　本　洋　介 札幌市
3656 中　村　正　明 トヨタＬ＆Ｆ
3657 武　田　　　工 北斗市
3658 大　隈　　　亨 刈谷ＲＳ
3659 秋　元　秀　介 駒沢公園ＪＣ
3660 大　里　靖　行 らん・せれな
3661 坂　内　　　仁 札幌市
3662 寺　西　智　明 大阪府
3663 大　森　克　実 神奈川県
3664 西　村　正　則 ＵＲ都市機構
3665 山　田　浩　介 苫小牧市
3666 青　島　良　磨 北海道大学
3667 武　田　浩　司 東京都
3668 上　原　洋　明 新潟県
3669 千　葉　武　郎 大星
3670 松　下　真　一 札幌市
3671 田　川　兆　伸 走健塾
3672 近　藤　択　哉 兵庫県
3673 武　田　貴　士 ＦＲＯＧ
3674 中　村　宏　一 Ｒ２東日本
3675 大　城　敦　哉 神奈川県
3676 伊　藤　秀　樹 大丸株式会社
3677 岩　崎　邦　博 走人
3678 中　村　雅　司 北海道新聞社
3679 青　柳　孝　寿 札幌陸協
3680 吉　光　　　将 黄金の回転
3681 後　田　剛史郎 宮崎陸協
3682 茂　木　浩　司 Ｆｕｎ　Ｔｒａ
3683 細　野　健　一 ウッドプラス
3684 稲　場　周　一 コカ・コーラ
3685 石　井　邦　典 Ｒ２北海道
3686 浅　見　宗　平 ＦＲＵＮ
3687 朝　井　芳　樹 ほくよう保険
3688 新　田　伸　一 知床ＡＣ
3689 大　澤　良　之 大澤クリニック
3690 小　森　博　司 釧路市
3691 二　渡　純　一 札幌市
3692 渡　邉　啓　久 プリズン月形
3693 吉　川　哲　雄 チーム壁
3694 星　谷　広　一 滋賀県
3695 島　田　一　洋 神奈川県
3696 丸　山　和　宏 長野県
3697 信　藤　　　肇 広島県
3698 髙　橋　大　輔 ＲｕｎＣｒｅｗ
3699 山　崎　　　徹 天文台クリニッ
3700 高　村　明　男 千代田走友会
3701 前　田　拓　哉 神奈川県
3702 片　山　　　巧 札幌市
3703 伊　藤　康　裕 岐阜県

…日本陸上競技連盟登録競技者
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3704 岡　本　　　満 新冠町
3705 濱　田　昌　仁 兵庫県
3706 片　桐　純　一 札幌市
3707 竹　中　　　収 ＯＮＥＴＯＫＹ
3708 原　　　康　隆 神奈川県
3709 御子神　弘　久 千代田区陸協
3710 鹿　倉　千　裕 埼玉県
3711 大信田　将　之 宮城県
3712 成　田　一　雄 札幌市
3713 続　木　　　雅 北見市
3714 高　屋　智　行 東京都
3715 廣　谷　聡　史 長野県
3716 三　尾　和　久 兵庫県
3717 増　野　　　稔 綾川ＡＣ
3718 山　岡　拓　椰 兵庫県
3719 望　月　菊　蔵 大人のかけっこ
3720 加　藤　歓　大 愛知陸協
3721 服　部　浩　介 サウルスジャパ
3722 飯　塚　裕　介 多摩川クラブ
3723 井　原　　　拓 伽舞
3724 能　戸　健　史 道南ＲＣ
3725 松　田　和　義 埼玉県
3726 天　野　　　豊 神奈川県
3727 兼　山　幸　記 旭川市
3728 高　橋　則　之 名古屋歩こう会
3729 河　野　　　彰 神奈川県
3730 高　張　弘　司 ＳＲＣ９０４
3731 紀　平　昌　之 兵庫県
3732 緒　方　利　彦 愛知県
3733 川　上　智　通 東京都
3734 岩　佐　洋　一 麻布学園ＲＣ
3735 前　田　泰　治 札幌市
3736 入宇田　能　弥 札幌市
3737 東　　　　　誠 東京ＫＣ
3738 伊　藤　根　広 東京都
3739 古　厩　忠　嗣 大野田陸上部
3740 大　場　佳　祐 北海道大学
3741 行　木　英　丈 ＳＭＩＬＥＹ
3742 岡　田　正　彦 茨城県
3743 安　達　孝　司 ＣＬＵＢＭＩＸ
3744 榎　本　　　聡 釧路市
3745 畠　山　博　充 横浜市立大学
3746 高　桑　　　豪 大阪府
3747 小野寺　大　河 札幌市
3748 南　淵　健　夫 神奈川県
3749 村　田　　　勝 函館市
3750 小　餅　周　平 東京都
3751 渡　邉　一　寛 奈良県
3752 杉　山　時　之 千葉県
3753 中　野　広　幸 大分陸恊
3754 近　藤　雄　大 東京都
3755 石　栗　航太郎 鉄道総合技術研
3756 木　村　高　広 楽走４１２旭川
3757 津　嶋　俊　郎 大阪府
3758 高　田　　　斉 函館
3759 高　木　勝　二 神戸市水道局
3760 鈴　木　恭　平 千葉県
3761 岩　永　裕　豊 千葉県
3762 柳　谷　圭　祐 八雲総合病院
3763 松　永　祥　武 バンコク走遊会
3764 中　嶋　一　憲 岩田地崎建設
3765 岩　尾　浩　史 大分県庁
3766 伊　丹　将　人 千葉県
3767 平　野　　　亮 北海道大学
3768 蓑　島　克　彦 苫小牧市
3769 山　本　優　太 広島県
3770 猪　田　大　輔 アゲテコヤ
3771 松　本　　　善 ＴＲＲ
3772 蘓　和　英　彦 東京都
3773 大　嶋　　　豪 埼玉県
3774 石　田　　　学 東京都
3775 大　塚　保　孝 神戸市陸協
3776 築　森　　　薫 東京都
3777 姉　崎　景　虎 丸八ＲＣ
3778 堀　井　龍　一 北部方面通信群
3779 入　江　泰　士 神奈川県
3780 藤　村　　　透 二子玉川走友会
3781 竹　中　来　希 機甲太郎
3782 長谷川　伸　一 ＯＴＲＣ
3783 箱　田　雅　也 千葉陸協
3784 神　頭　一　郎 千葉県立野田看
3785 中　島　慎　介 東大阪総合病院
3786 日比野　浩　平 大阪府
3787 宗　利　信　男 兵庫県
3788 大　山　幸　成 新十津川町役場
3789 高　畑　　　滋 神奈川県
3790 嶋　尾　有　基 東京都
3791 千　葉　　　融 室蘭入江ＲＣ
3792 呉　屋　裕　介 神奈川県
3793 舟　橋　昌　明 愛知県
3794 平　野　誠　一 旭陸協
3795 川　村　悠　介 登別市
3796 松　本　浩　直 東京都
3797 小　亀　敏　明 京都府
3798 盛　田　浩　明 大船渡市陸協
3799 山　本　　　進 札幌市
3800 西　成　健太郎 アウディ札幌東
3801 小　堀　泰　紀 沖縄県
3802 河　口　直　規 ＪＯＧＢＡＫＡ
3803 江　村　　　実 百合が原公園
3804 菅　　　功　成 走健塾
3805 谷　元　博　樹 日本赤十字社
3806 荒　木　勇　次 土曜倶楽部
3807 山　口　淳　史 愛知県
3808 小　柴　隆　二 埼玉県
3809 大　庭　淳　一 ＭＭＰ
3810 中　西　文　洋 茨城県
3811 永　野　正　宏 東京都

3812 二　見　和　則 札幌市
3813 刈　込　高　徳 札幌市
3814 今　村　好　志 東京都
3815 山　田　　　徹 ＭＲＣ
3816 吉　見　憲　和 恵庭市
3817 井　野　和　弘 ベル２４
3818 水　間　　　剛 名寄市役所ＪＣ
3819 米　谷　繁　夫 ＣＲ２北海道
3820 掛　川　力　丸 東京都
3821 吉　村　哲　也 旭川市
3822 高　橋　雅　人 千葉大学
3823 仁　科　尚　文 ランビッツ
3824 早　川　　　満 富沢拓陸会
3825 島　崎　孝　浩 味スタＲＣ
3826 藤　田　浩　司 札幌市
3827 久　保　真　一 京都陸協
3828 伊勢谷　淳　一 函館市
3829 川　端　建　吾 清風ロビンソン
3830 西　山　功　二 西川ＲＡＣ
3831 吉　川　浩　二 北郷眼科
3832 北　川　孝　之 京都府
3833 河　井　和　弘 大阪陸協
3834 長谷川　成　明 山梨英和大
3835 勝　野　　　寛 ローグラン
3836 芹　澤　　　充 東京都
3837 本　松　義　博 クラブＲ２
3838 西　岡　隆　司 神奈川県
3839 森　　　　　隆 広島県
3840 高　原　一　公 Ｒ×Ｌプラス
3841 岡　谷　　　俊 オカヤンズ
3842 堀　川　智　貴 ＣＲ２中日本
3843 小　口　新一郎 千葉県
3844 伊　部　義　之 大空町
3845 高　山　裕　章 凹たれん隊
3846 落　田　　　徹 東京都
3847 黒　川　大　介 兵庫県
3848 舟　口　恭　央 神奈川県
3849 渡　辺　祐　司 東京陸協
3850 川　崎　博　史 日本コンサル
3851 伊　藤　晴　人 東京都
3852 岡　本　武　哉 クラブＲ２
3853 佐　藤　久仁夫 おにく倶楽部
3854 酒　井　洋　行 北ガスＲＣ
3855 蔵　品　　　修 神田郵便局
3856 小　暮　光　宏 東京都建設局
3857 西　村　和　彦 ＪＳＣ
3858 岡　崎　洋　史 ラッセル隊
3859 齋　藤　伸　一 大阪府
3860 松　﨑　洋　一 東京都陸連
3861 阿　部　喜栄治 北見はしろう会
3862 小　林　　　徹 横浜市陸協
3863 森　末　道　弘 東京都
3864 西　川　昌　孝 大阪府
3865 下　里　元　人 タイガース
3866 半　澤　秀　一 新菱冷熱工業
3867 田野尻　俊　郎 神奈川県
3868 山　嵜　裕　介 東京都
3878 森　　　哲　平 秋田県
3879 黒　岩　直　輝 東京都
3880 吉　田　真　也 北海道
3881 白　枝　石　充 東京都
3891 加　藤　　　淳 株式会社カネカ
3892 吉　田　宗一郎 株式会社カネカ
3893 中　島　陽　司 滋賀県
3894 田　中　健　司 埼玉県
3895 吉　田　直　樹 マウンテンラン
3896 佐　藤　一　良 大日本印刷
3897 佐　藤　友　助 札幌市
3898 門　田　弘　行 大阪府
3899 芥　　　括　人 埼玉県
3900 西　田　　　洋 アスタリール
3901 田　中　芳　典 札幌市
3902 橋　村　義　憲 東京都
3903 平　山　宏　照 鹿追町役場
3904 北　川　浩　幸 ピュアハート
3905 松　角　宏一郎 大濠５５５
3906 五十嵐　　　淳 ＣＴＭ
3907 高　橋　雅　史 札幌市
3908 横　谷　哲　禎 岩手県
3909 岡　村　英　明 株式会社ナーベ
3910 薮　内　直　治 京都マスターズ
3911 辻　　　隼　人 千葉県
3912 田　中　公　司 東京都
3913 栗　田　哲　也 北ガス
3914 坂　本　太　郎 千葉県
3915 田　島　高　志 岐阜県
3916 白　戸　善　太 あいの里親父
3917 中　谷　　　誠 東京都
3918 森　川　俊太郎 北海道大小児科
3919 小　山　大　平 埼玉県
3920 堤　　　考　史 ＫＡＨＯ４３
3921 寺　山　修　史 埼玉陸協
3922 小　杉　元　宏 大阪陸協
3923 高　橋　　　歩 東京都
3924 山　田　寛一郎 ＰＢＲ＆Ｔ
3925 山　口　和　彦 函館走ろう会
3926 峰　岸　達　也 ミジンコＪＣ
3927 宮　島　敦　郎 神奈川県
3928 坂　森　　　誠 札幌市
3929 高　橋　　　亮 六華ＲＣ札幌市
3930 原　田　隆　史 東京ＫＣ
3931 徳　田　　　実 チームぷっ
3932 畑　野　貴　則 札幌市
3933 津　山　雅　徳 佐賀県
3934 筑　紫　　　聡 大分県
3935 佐　藤　正　俊 テスコ
3936 相　澤　卓　也 ＴＡＭＣ
3937 小　林　正　哉 酒ランナーズ

3938 中　澤　洋　平 島．ＲＣ千歳
3939 金　川　眞　行 北海道大学
3940 馬　場　博　明 ウルトラプロジ
3941 田　沢　千　浩 バンコク走遊会
3942 北　村　建　生 ６５ＢＡＳＥ
3943 福　井　宏　登 赤レンガ走友会
3944 仁　木　茂　樹 どんぐり
3945 岡　部　真　弘 エアロ
3946 北　村　明日香 ニューバランス
3947 石　塚　浩　基 銚子風力開発
3948 服　部　一　紀 茨城県
3949 佐々木　偉　克 ソラシドエア
3950 水　野　慎　一 中標津１２楽走
3951 山　崎　直　隆 京都府
3952 五十川　正　司 ＰＰＫ茅ヶ崎
3953 鈴　木　智　史 札幌市
3954 大　葉　康　弘 東京陸協
3955 市　川　博　明 東京陸協
3956 松　居　賢　親 北海道運輸局
3957 中　島　治　継 ＴＥＡＭ－Ｚ
3958 大　町　清　一 ノコチャクラブ
3959 妹　尾　則　之 桃太郎夢クラ
3960 金　澤　　　康 東京陸協
3961 佐々木　　　学 旭川ガス
3962 今　井　　　忍 別海町
3963 上　野　泰　司 愛知県
3964 渡　部　裕　幸 うんちゃんず
3965 田　島　智　之 埼玉県
3966 吉　木　恒　夫 愛媛県
3967 竹　内　竜　司 函館市
3968 石　田　祥　之 市立札幌病院
3969 一ノ倉　邦　正 クラブＲ２東北
3970 熊　谷　　　学 宮城陸協
3971 大　門　知　泰 愛知県
3972 岩　橋　徹　也 壱軸倶楽部
3973 境　　　忠　勝 東京都
3974 戸　屋　直　樹 旭川市
3975 佐　藤　　　仁 埼玉県
3976 前　田　理　司 神奈川県
3977 小　野　善　郎 和歌山県庁
3978 舟　橋　　　元 Ｒ２中日本
3979 山　田　和　也 キミドリ
3980 小　林　弘　幸 札幌陸協
3981 中　邨　　　亨 茨城県
3982 鈴　木　健　司 神奈川県
3983 岡　本　達　也 東京都
3984 藤　倉　孝　夫 ＡＩＭ
3985 北　川　宏　司 大阪府
3986 佐　藤　北　斗 秋田県
3987 大　澤　一　三 東京都
3988 遠　山　勝　彦 ＭＩＰ
3989 富　澤　　　智 岩見沢市
3990 平　塚　健　太 ＣＨＲＯ
3991 岸　田　一　郎 萩谷林道倶楽部
3992 向久保　　　亨 広島県
3993 滝　沢　秀　行 四五六会
3994 山　本　泰　啓 ＰＪ１３２
3995 寺　嶋　浩　二 札幌市
3996 小　倉　正　三 札幌市
3997 長　井　廣　司 大阪府
3998 大　房　正　知 ＪＲ札幌病院
3999 葛　西　順　一 走るｚｏｎｅ
4000 古　賀　洋　一 大濠ランナーズ
4001 赤　山　哲　久 日本チルド
4002 村　上　侑　司 神奈川県
4003 高　橋　義　則 ＪＲ北海道ＭＣ
4004 三　角　修　司 東京都
4005 木　原　雅　人 滋賀県
4006 工　藤　宏　介 札幌市
4007 浅　井　洋　祐 高知県
4008 高　橋　博　司 サウルスジャ
4009 中　山　央　輝 ＪＲ北海道ＭＣ
4010 藤　野　信　次 とうまおとう
4011 関　　　勝　宏 山笠～ず
4012 五十嵐　秀　樹 宮城県陸協
4013 丸　山　泰　弘 りえ蔵旅行社
4014 是　枝　一　摩 千葉県
4015 生　田　健　藏 大阪府
4016 増　山　幸　助 千葉県
4017 熊　本　孝　貴 大日本産肥
4018 井　上　昭　彦 ＬＡＣ
4019 竹　前　　　亘 茨城県
4020 角　田　祐　基 神奈川県
4021 梅　岡　勇　人 神奈川県
4022 内　山　　　健 千葉県
4023 小　川　彰　弘 ｒｅｓｐｅｃｔ
4024 秋　元　武　宏 銀の翼
4025 山　村　晃　正 札幌市
4026 三　宮　　　明 居酒屋八甲田
4027 吉　田　　　学 札幌市
4028 上　野　淳　一 石蔵商店ＲＣ
4029 栗　原　大　貴 埼玉県
4030 古　賀　　　敬 北空司令部
4031 竹　内　保　洋 東京都
4032 君　野　　　弦 大江戸飛脚会
4033 榊　原　裕　之 愛知県
4034 増　田　敬　治 愛媛県
4035 白　垣　宏　倫 千葉県
4036 石　井　健　司 Ｒ２西日本
4037 梅　津　忠　司 恵庭市
4038 三　島　勇　人 トラック東京
4039 麻　生　昭　好 大分陸協
4040 乗　松　直　道 ぷらいど
4041 羽　藤　尚　貴 ぷらいど
4042 中　谷　幹　也 愛媛県
4043 蒲　生　芳　宏 東京都
4044 若　狭　達　也 橋本山岳部
4045 神　社　正　人 神奈川県

4046 熊　谷　俊　英 ルスツ羊蹄ぶた
4047 田　中　　　充 大阪府
4048 福　田　大　樹 苫小牧市
4049 今　西　　　繁 キャラサラ
4050 今　村　隆　太 福岡県
4051 小　畑　博　昭 和歌山県
4052 金　子　裕　治 三菱電機
4053 不　破　清　治 Ｒ２中日本
4054 金　森　　　渉 東京都
4055 松　田　知　洋 滋賀県
4056 山　口　年　明 ＣーＳｈｉｎｅ
4057 冨　田　雅　義 庄内ＲＴ
4058 成　岡　久　弥 高知県
4059 河　田　　　茂 蘭越陸協
4060 栗　原　久　和 東京都
4061 滝　越　　　潤 神奈川陸協
4062 若　井　栄　一 大阪府
4063 高　川　健　悟 苗Ｂランナーズ
4064 稲　尾　大　輝 山口県
4065 奥　野　拓　美 （株）モロオ
4066 村　本　将　之 Ｒ２西日本
4067 西　川　貴　弘 大阪府
4068 河　野　直　人 東京都
4069 刈　部　康　弘 走ろう会東北
4070 大　原　こうじ 東京都
4071 柴　田　浩　伸 ランですかい
4072 池　田　俊　之 オイレスＲＣ
4073 加　藤　佑　貴 東京都
4074 河　崎　　　悟 兵庫県
4075 木　元　　　譲 フレンズヒル
4076 吉　野　高　史 徳島県
4077 瀧　　　寿　夫 神奈川県
4078 及　川　瑞　生 東京
4079 鈴　木　基　嗣 函館ブライトン
4080 井　上　智　博 ＧＭＲＣ
4081 阿　藤　博　之 ハノハノ陸上部
4082 境　野　秀　樹 埼玉県
4083 斉　藤　弘　史 神奈川県
4084 植　田　久　義 下関走ろう会
4085 根　津　克　行 ねずっチーズ！
4086 小笠原　良　仁 札幌市
4087 北　條　智　史 石垣ＲＣ
4088 瀬　川　幹　雄 大阪府
4089 高　橋　幸　二 東京都
4090 橋　本　貴　仁 ホリ２４
4091 畑　中　英　史 有）東京堂書店
4092 山　下　晃　信 Ｒｕｎ　ｕｐ
4093 米　陀　正　浩 楽走４１２旭川
4094 高　見　　　順 日本縦断還暦Ｒ
4095 西　東　康　弘 埼玉県
4096 臼　井　哲　夫 埼玉県
4097 井　幡　謙一郎 いちたかＲＣ
4098 田　辺　章　夫 埼玉県
4099 三木田　　　尚 札幌市
4100 豊　田　　　基 東京都
4101 新　美　　　司 ＪＢイレブン
4102 峯　澤　智　裕 愛知県
4103 高　橋　直　嗣 千葉県
4104 関　　　　　威 青森県
4105 稲　垣　秀　則 東京都
4106 植　木　浩　司 千葉県
4107 蓮　見　真　也 茨城県
4108 藤　﨑　晋　也 ＪＡ兵庫六甲
4109 都　筑　正　勝 ｓｉｄｅ－Ｂ
4110 神　野　恭　光 東京都
4111 植　村　　　徹 道マラソンク
4112 小　林　克　次 東京都
4113 波　多　信　隆 福岡陸協
4114 岡　本　琢　二 神奈川県
4115 水　野　将　吾 京都府
4116 山　本　賢　治 さわやかラン
4117 佐　野　孝　憲 幾寅ＲＣ
4118 中　井　俊　博 兵庫県
4119 内　海　克　明 宮城陸上競技
4120 谷　　　和　之 Ｅ－ＧＲＯＷ
4121 玉　井　敏　雄 札幌市
4122 若　島　正　司 旭川市
4123 梁　瀬　　　光 チームまおくん
4124 猪　谷　裕　之 神奈川県
4125 安　藤　滋　基 大阪府
4126 大　高　　　純 ＭＭナイトラン
4127 白　旗　賢　吾 茨城県
4128 小　谷　幸　一 ＨＢＡＲＣ
4129 篠　原　誠　治 東和パーツ
4130 松　井　謙　治 凌霜ＡＣ
4131 乾　　　利　幸 ＲＹＯ太
4132 松　岡　　　亮 東京都
4133 中　野　　　誠 根室ランナーズ
4134 高　田　　　歩 ＪＯＬＥＤ
4135 坂　東　泰　男 神奈川県
4136 飯　箸　俊　一 東京都
4137 伊　藤　昌　彦 福岡陸橋
4138 喜　多　敦　浩 永仁會
4139 三　枝　正　樹 すだた炭酸割り
4140 上　田　晶　平 東京都
4141 篠　原　好　次 ＮＲ多摩
4142 吉　田　　　晃 神奈川県
4143 西　村　太　一 西村治療院
4144 菊　永　　　博 愛知県
4145 新　井　隆　史 神奈川県
4146 油　田　　　学 大阪府
4147 和　田　　　賢 つばさ薬局
4148 森　田　　　進 サッポロビール
4149 小木曽　祐　介 札幌市
4150 小　島　正　人 神奈川県
4151 川　西　悟　史 札幌市
4152 谷　澤　憲　治 愛知県
4153 百　武　大　希 東京都

…日本陸上競技連盟登録競技者

ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属
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4154 小　川　隆　久 東京陸競
4155 佐　藤　晋　平 Ｐｏｌａｒｉｓ
4156 小　林　英　一 リスタート
4157 高　宮　春　樹 静岡県
4158 樋　口　哲　也 あざみ重楽
4159 小　林　啓　介 愛知県
4160 木　村　純　平 ＭＢＳ
4161 小　林　貴　規 ソンナバナナ
4162 後　藤　達　也 愛知県
4163 佐　藤　邦　男 札幌市
4164 石　澤　　　誠 札幌市
4165 内　海　正　人 神奈川県
4166 関　　　洋一郎 東京陸協
4167 森　竹　智　博 釧路市
4168 田　島　慎　治 神奈川県
4169 舘　岡　雅　樹 中央バス札幌北
4170 岡　崎　裕　介 石川県
4171 小　林　浩　之 東京都
4172 多　田　篤　史 大阪府
4173 横　内　　　仁 神奈川県
4174 藤　本　克　彦 リスタート
4175 福　田　　　聡 札幌市
4176 大　山　　　顕 藤沢市陸協
4177 池　津　徳　俊 札幌市
4178 原　　　英　二 三重県
4179 田　井　　　彰 埼玉県
4180 豊　田　雅　彦 東京都
4181 田　口　貴　紀 埼玉県
4182 山　内　隆　嗣 カシカシクラブ
4183 平　間　勝　弘 東京都
4184 塩　田　真　司 茨城県
4185 菅　原　誠　一 ＴＫＨ
4186 尾　藤　航　治 大阪府
4187 小　宮　伸　二 クラブＲ２
4188 中　田　邦　宏 ちばりよ～ＲＣ
4189 田　尻　富　久 兵庫県
4190 安　藤　秀　文 鈴木ランニング
4191 岩　田　有　生 兵庫県
4192 斉　藤　一　浩 大阪府
4193 中　村　慎　矢 広島県庁ＲＣ
4194 吉　田　隆　雄 福岡県
4195 乾　　　隆　政 横浜市陸協
4196 川　合　宏　典 札幌市
4197 高　倉　秀　穂 Ｐ－ｂａｙ
4198 木　村　高　志 秋田県庁
4199 渡　邉　智　紀 東京都
4200 花鳥賊　昭　広 大阪府
4201 岸　人　徳　恭 ＮＥＣ三田
4202 樫　山　亘　浩 帯広市
4203 大　塚　章　夫 神奈川県
4204 古　門　弘　行 大阪府
4205 長　澤　幹　剛 天狗俱楽部
4206 三　村　　　享 緑走友会
4207 木　下　　　功 さいたま走翔
4208 奥　田　真　一 岡山県
4209 守　屋　　　光 札幌時計台ＲＣ
4210 島　田　義　之 上尾市陸協
4211 林　　　建　一 アモーレ明石
4212 松　崎　徳　郎 ＲＵＮＷＥＢ
4213 大　井　成　介 成田ランハイ
4214 斉　藤　竜　也 ＦＲ塾
4215 村　田　俊　生 相模原市陸協
4216 川　北　寿　親 三重県
4217 榎　本　道　明 東京都
4218 今　泉　純　一 株式会社カネカ
4219 石　井　　　宙 チーム　壁
4220 三　好　義　範 Ｄｅｅｐｅｒｓ
4221 澁　谷　正　文 富良野市
4222 水　場　和　輝 大阪陸協
4223 中　本　尚　宏 粋旭ＲＣ
4224 大　沼　幸太郎 農耕馬
4225 伊　達　洋　至 京大呼吸器外科
4226 小　野　直　樹 ちばりよ～ＲＣ
4227 久　保　敏　彦 ライト工業
4228 田　中　浩　樹 手稲の子
4229 富　田　耕　治 株式会社ヒカリ
4230 中　村　明　博 札幌市
4231 内　牧　直　之 ＡＲＣ東京
4232 小　川　和　彦 土地家屋調査士
4233 菊　永　昌　大 愛知県
4234 纐　纈　真　澄 町立中標津病院
4235 河　野　通　明 愛媛陸協
4236 平　田　　　修 ひだまりこども
4237 水　野　恭　汰 チームＧ
4238 熊　井　清　晃 栃木県
4239 谷　　　正　人 札幌市
4240 菅　野　誠　仁 ＲＥＳＰＥＣＴ
4241 島　　　義　幸 恵庭土地改良区
4242 若　槻　拓　哉 ちばりよ～ＲＣ
4243 後　藤　晋　平 ＯＲＫ
4244 東　　　淳　一 大阪府
4245 小　林　弘　喜 兵庫陸協
4246 吉　川　貢　司 Ｒ２東日本
4247 岡　本　　　寛 奈良県
4248 小　川　　　勉 岩見沢市
4249 松　本　　　翼 札幌市
4250 木　村　雅　之 ちばりよ～ＲＣ
4251 尾　谷　美　視 大船渡ＡＣ
4252 小　野　明　裕 札幌市
4253 西　原　禎　志 小野社中競走部
4254 土　赤　能　史 オホーツク陸協
4255 保　田　　　大 神奈川県
4256 津　田　壮　史 兵庫県
4257 丸　岡　秀　幸 東光舗道
4258 栗　山　真　一 札幌市
4259 芝　山　泰　三 徳島マスターズ
4260 亀　井　康　司 香川県
4261 北　村　　　健 東京都

4262 近　井　祐　介 資生館小学校
4263 鍛冶谷　忠　史 奈良県
4264 神　成　直　幸 ＲＵＮ浜頓別
4265 浅　川　芳　男 北見市
4266 志　知　芳　彦 札幌市
4267 小　野　豊　明 ■ビッグリーフ
4268 政　　　　　巧 大阪府
4269 廣　鰭　伸　行 温故知新
4270 高　橋　尚　大 東京都
4271 平　川　一　行 札幌市
4272 荒　木　洋　介 東京都
4273 宇都宮　茂　雄 さくら組
4274 林　　　泰　男 東京陸協
4275 東　　　優　希 富山県
4276 丸　山　直　樹 東京陸連
4277 後　藤　幸　雄 ＬＡＣ
4278 三　枝　雄一郎 ＰＲＣ
4279 水　津　徹　也 青峰学園
4280 安　藤　保　典 ポンコツ
4281 喜　多　泰　三 めん食い
4282 山　本　雅　弘 札幌市
4283 堀　　　泰　博 福岡県
4284 昇　　　克　幸 札幌市
4285 青　﨑　琢　弥 東京都
4286 今　井　博　之 東京都
4287 益　子　隆　志 チームどすこい
4288 道　上　修　二 愛媛県
4289 阿　部　　　央 伊達信用金庫
4290 永　山　　　篤 東京都
4291 ヤナギツル　タロウ 東京都
4292 山　本　芳　郎 東京陸協
4293 村　上　　　聡 富士製薬工業
4294 志　田　俊　明 日将連苫小牧
4295 秋　山　　　淳 ＡａＡ
4296 梅　田　康　弘 滑登走
4297 香　川　一　成 兵庫県
4298 赤　木　栄　造 札幌市
4299 山　本　祐　二 茨城県
4300 松　下　一　成 東京都
4301 岡　田　栄　徳 ｅＡ東京
4302 大　川　正　毅 春光台ＲＣ
4303 杉　村　淳　一 アキレス
4304 西　雪　　　学 埼玉県
4305 高　尾　茂　樹 東京都
4306 渡　辺　紳一郎 ちーむにゃ～
4307 福　嶋　慶　司 株式会社高島屋
4308 廣　西　　　聡 札幌市
4309 荒　川　武　志 株式会社モロオ
4310 下　間　成　史 江別市
4311 杉　山　竜　夫 ＣＯＺＵＪＯＹ
4312 小　林　孝　男 ランジョグ近畿
4313 倉　知　　　徹 グランシエル
4314 青　木　彦　太 札幌市
4315 渡　辺　浩　介 兵庫県
4316 浦　田　健　一 浦人ＲＣ
4317 宮　里　教　夫 札幌海上
4318 谷　本　　　哲 東大セミナ札幌
4319 菊　池　　　剛 ｉｓｈｉｙａ
4320 竹　中　勇　人 東京都
4321 新　田　進　人 ＲＣにった眼科
4322 鵜　沢　知　広 千葉県
4323 奥　田　涼　太 土壌圏走ろう会
4324 高　山　孝　雄 埼玉陸協
4325 石　元　友　章 熊本県
4326 成　瀬　明　彦 岐阜県
4327 上　田　真　一 さくらはーと
4328 武　市　郁　夫 徳島亀さんＲＣ
4329 平　谷　修　平 日立製作所
4330 阿　部　大　祐 神奈川県
4331 下　平　　　中 マラソン完走ク
4332 伊　藤　大　輔 田畑塾
4333 久　保　文　太 北見市
4334 森　　　信　和 雪印メグミルク
4335 荒　山　真　宏 さいたま走翔
4336 藤　原　敏　治 大阪マスターズ
4337 柴　田　明　広 愛知県
4338 木　口　雅之郎 福岡県
4339 鈴　木　拓　也 ＹＲＣ
4340 飯　田　暁　夫 東京都
4341 野　澤　晃　司 東京
4342 鈴　木　教　義 武蔵野市陸協
4343 太　田　　　習 愛知県
4344 宮　野　　　篤 千葉県
4345 神　　　好　人 グラブＲ２
4346 川　口　　　忍 ルナークスＲＣ
4347 森　　　高　志 東京都
4348 井　上　公　裕 大阪府
4349 織　田　恵　身 ルネサンス水戸
4350 小　倉　健　三 フロッグ
4351 加　藤　良　実 千葉県
4352 中　元　浩　巳 ＫＲＣ
4353 髙　田　浩　平 帯広市
4354 石　本　裕　司 千葉県
4355 岡　村　洋　一 ランニング逗子
4356 清　島　隆　之 ＵＴＣ陸上部
4357 増　田　一　三 Ｍ．Ａ．Ｋ．
4358 藤　本　拓　也 千葉県
4359 長　尾　大　樹 バームス
4360 佐　藤　圭　介 ●ＴＯＷＥＲ●
4361 佐々木　良　文 愛知県
4362 川那部　岳　志 千代田走友会
4363 若　月　　　一 Ａ－ＢＬＵＥ
4364 大　黒　克　已 苫小牧市
4365 池　上　明　宏 広島県
4366 宮　崎　順　一 まりおくらぶ
4367 野　島　健　嗣 千葉県
4368 五十嵐　　　治 札幌陸協
4369 秋　元　修　一 大阪府

4370 谷　川　和　宏 道北陸協
4371 鎌　田　　　紀 兵庫県
4372 池　田　尚　雄 ＷｉｎｄＲｕｎ
4373 村　上　貴　博 ＳＨＵＲＵＮ
4374 平安山　良　光 神奈川県
4375 横　溝　直　樹 上郷ＡＣ
4376 八　木　周　史 神奈川県
4377 大野田　耕　治 東京都
4378 佐　藤　仁　志 佐藤木工
4379 永　渕　和　夫 マラパ
4380 中　川　清　光 東京都
4381 堤　　　晋　也 小郡市陸協
4382 浜　野　俊　介 釧路地方陸協
4383 長　井　陸　利 疾走硬庭
4384 中　村　達　也 兵庫県
4385 井　上　卓　也 川崎市陸協
4386 塩　野　知　之 群馬県
4387 佐　藤　達　彦 神奈川県
4388 衛　藤　健　史 東京都
4389 吉　村　知　規 齷齪矍鑠と走る
4390 入　江　典　夫 入江運輸倉庫
4391 細　川　一　義 新琴似皮膚科
4392 萩　原　雅　巳 大阪府
4393 田　頭　　　理 札幌市
4394 工　藤　光　一 ノーサイド
4395 中　村　健　太 北洋銀行
4396 砂　子　謙　治 ＵＭＣ
4397 上　仙　幸　朋 札幌市
4398 岩　井　　　久 ＧＨ延寿園
4399 白　木　誠　一 ひろとけんとパ
4400 土　屋　裕　司 株式会社カネカ
4401 藤　澤　雅　人 株式会社カネカ
4402 成　田　裕　介 ＣＲ２東日本
4403 高　澤　敏　充 広畑走友会
4404 松　井　智　紀 神奈川県
4405 植　田　左衛門 大阪陸協
4406 朝比奈　和　貴 北洋銀行
4407 藤　井　利　昭 サトウ練習会
4408 久　保　雄　一 チーム飯盛山
4409 田　尻　達　也 道マラ２９回目
4410 間々瀬　　　裕 ラスタバナナ
4411 伊　藤　正　徳 岐阜県
4412 松　本　忠　雄 ごきげんさん
4413 森　下　　　浩 エコ名刺ＮＲ部
4414 相　澤　　　徹 ｆｒｕｎ
4415 横　尾　裕　次 埼玉県
4416 橋　本　久　雄 橋本山岳部
4417 大　谷　哲　也 ビール飲み隊
4418 小笠原　　　寛 ＮＨＯ
4419 高　林　慎　治 京都府
4420 岩　井　　　清 大阪府
4421 嶋　崎　政　美 クラブＲ２東日
4422 垣　谷　正　晴 黒犬クラブ
4423 細　場　悟　史 ＯＳＡＫＡ渋
4424 柳　　　俊　輝 クラブＲ２
4425 平　田　佑　介 東京都
4426 木　山　龍　泰 久留米走ろう会
4427 山　口　雅　春 千葉県
4428 横　山　敏　夫 三井製糖
4429 石　黒　康次郎 札幌市
4430 梶　川　喜　弘 東京都
4431 小松原　一　哉 太陽が丘ＪＣ
4432 吉　川　英　樹 愛知県名古屋
4433 川　上　和　男 ＴＥＡＭＲ×Ｌ
4434 萩　原　昌　弘 シャミセンズ
4435 三　谷　征　平 東京都
4436 山　内　康　平 東ソー
4437 吉　野　智　大 千葉県
4438 長　尾　　　究 台湾好吃ＲＣ
4439 中　島　幹　根 北海道東リＲＣ
4440 濱　崎　哲　也 大阪陸協
4441 金　　　勝　広 札幌市
4442 椎　橋　勇　一 Ｒ２東日本
4443 鈴　木　雅　勝 東京陸連
4444 榎　戸　敬　人 たまたまの会
4445 八十川　大　輔 ちばりよ～ＲＣ
4446 山　田　典　弘 クラブＲ２
4447 小田嶋　純　市 チームキロ８
4448 塩　澤　章　弘 兵庫県
4449 久米井　孝　一 サウルス
4450 宮　本　公　一 Ｒ×Ｌ＋
4451 伯　谷　英　明 留萌走ろう会
4452 西　村　重　信 釧路市
4453 渋　谷　尚　道 Ｍ’ｓ●ＲＴ●
4454 千　葉　　　薫 苫小牧市
4455 山　崎　英　樹 鹿児島陸協
4456 三　明　和　行 大阪府
4457 平　岡　史　人 Ｒ２西日本
4458 大　塚　啓　示 栃木県
4459 橋　　　健　作 チーム中原
4460 安　積　　　淳 神戸海星病院
4461 大　槻　幹　彦 埼玉県
4462 鹿　内　　　亘 弘前公園ＲＣ
4463 松　田　健太郎 大阪府
4464 田　尻　博　照 東京都
4465 須　田　義　裕 会津信用金庫
4466 森　田　健　明 西出鐵工所ＡＣ
4467 佐々木　秀　典 東京陸協
4468 多　田　浩　則 東京陸協
4469 森　　　久　夫 スキヤキ塾
4470 榊　原　　　翔 東京都
4471 山　根　敏　史 赤レンガ走友会
4472 中　村　　　優 江別市
4473 鈴　木　大　介 ＭＩＤＯＲＩ
4474 矢　留　茂　和 札幌市
4475 高　野　元　秀 滋賀県
4476 伊　澤　武　志 ｍｉｌｉｇｈｔ
4477 藤　田　浩　旭 東京都

4478 森　川　尚　彦 ＣＡＢＡＬＬＯ
4479 山　田　清　久 東京都陸連
4480 佐　藤　良　樹 サウルスＪＰ
4481 小　川　哲　哉 東京都
4482 藤　田　和　男 惣菜とみちゃん
4483 石　浦　真　樹 地下鉄駅員ＲＣ
4484 平　林　幹　雄 神奈川県
4485 坪　川　桂　一 楽走４１２旭川
4486 川　上　孝　範 京都府
4487 和　久　佳　孝 三鷹三小親父会
4488 進　　　良　治 ファンリード
4489 高　橋　聖　史 京都陸協
4490 星　乃　洋　明 ＡＲＣ東京
4491 庵　　　　　茂 ＮＴＴアカシア
4492 伊　東　治　幸 東京都
4493 朝　永　　　将 ＯＴＲＣ
4494 小　川　貴　宏 東京陸協
4495 浪　岡　太　郎 ＴＭ・ＣＬＵＢ
4496 樋　口　陽　介 ウルプロ
4497 渡　邊　慶　亮 石川県
4498 渡　辺　　　勤 ＷＡＴＡＫＩＮ
4499 齊　藤　善　文 札幌市
4500 永　井　淳　市 江別市
4501 阿比留　　　崇 楽々ラン
4502 北　爪　通　晴 ナイアガラ東京
4503 小　山　平　幸 コスパ鳳ＲＣ
4504 松　永　　　渉 東割保育園ＡＣ
4505 伊　藤　啓　介 しんかい倶楽部
4506 木　下　禎　樹 遅筋ず
4507 根　布　貴　裕 ＭＩＺＵＮＯ
4508 森　谷　　　塁 ＪＲＨＭＣ
4509 宮　本　　　敦 東京陸協
4510 相　馬　智　哉 Ｇ－ｃｕｂｅ
4511 手代木　　　徹 千葉県
4512 太　田　恭　央 愛知県
4513 野　中　崇　史 岡山県
4514 坂　原　淳　史 札幌市
4515 岩　城　勇　一 東京都
4516 豊　田　就　志 福岡陸協
4517 小笠原　　　淳 釧路市立病院
4518 樽　井　貴　広 名寄調剤薬局
4519 板　橋　昌　一 高輪ＲＣ
4520 金　谷　義　孝 帯広市森の里小
4521 佐々木　宏　有 神奈川県
4522 中　山　哲　郎 福岡県
4523 木　下　捷　仁 福岡県
4524 宮　崎　聖　明 大分県
4525 沖　　　崇　史 ＩＧ九州ランナ
4526 平　井　　　亮 ｅＡ愛知
4527 宮　田　王　惠 クラブＲ２九州
4528 野　崎　悦　宏 大阪府
4529 泉　　　国　雄 橋本山岳部
4530 林　　　宏　昭 ＭＴ
4531 佐　藤　信　一 宮城陸協
4532 野　崎　秀　人 広島県
4533 壹　谷　義　成 札幌市
4534 小　澤　泰　希 美幌町
4535 仲　　　秀　樹 川越走友会
4536 安　川　真一郎 函館中央病院
4537 樋　口　紘　平 奈良県
4538 清　野　義　人 中頓別町
4539 杉　浦　　　功 三菱重工
4540 小　林　千　晃 ヌメラルズ
4541 大　石　賢　治 東京都
4542 西　澤　　　格 東京陸橋
4543 内　原　隆　博 ＲＲＴ
4544 三　宅　一　平 チームへべれけ
4545 横　田　英　之 川崎市陸協
4546 下　川　雄　大 ヒガムランナー
4547 田　辺　賛　平 Ｏｌｙ＿Ｃｙｃ
4548 片　岡　　　学 出光保険サービ
4549 牟　田　郁　則 出光愛知
4550 吉　田　　　圭 千葉県
4551 御所野　健　司 株式会社カネカ
4552 村　山　　　徹 株式会社カネカ
4553 松　村　直　樹 札幌市
4554 松　山　拓　也 平和不動産
4555 山　田　貴　幸 平和不動産
4556 小　松　雅　芳 フジタ
4557 江里口　展　弘 ベル２４
4558 関　根　孝　幸 宮城県
4559 森　下　雄　介 埼玉県
4560 藤　井　貴　紀 群馬県
4561 松　井　久　志 三菱電機（株）
4562 谷　口　博　基 東京都
4563 岩　村　鉄　郎 神奈川県
4564 河　名　真　吾 富津陸協
4565 庭　瀬　祐一郎 東京都
4567 大　澤　　　満 千葉県
4568 中　本　新　一 静岡県
4569 野　口　佑　介 苫小牧市
4570 藏　本　琢　也 大日本印刷
4571 金　澤　浩　之 東神楽町
4572 村　田　　　升 東京都
4573 福　島　　　直 札幌市
4574 鈴　木　　　正 埼玉県
4575 五十嵐　明　彦 東京都
4576 垣　崎　淳　一 大阪府
4577 森　本　　　恒 チームぷっ
4578 古　川　雅　教 森のタータン
4579 原　田　大　助 札幌市
4580 大　平　正　芳 ＭＲＣ
4581 三　上　勇　弥 帯広市
4582 中　谷　光　憲 札幌市
4583 松　橋　　　廉 札幌市
4584 坂　東　稔　彦 札幌市
4585 木　村　友　昭 北洋銀行
4586 高　橋　　　寛 京王プラザ

…日本陸上競技連盟登録競技者

ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属
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4587 葛　原　裕　一 三菱商事
4588 美　濃　良　宏 大阪府
4589 田　中　　　剛 大日本印刷
4590 須　藤　政　直 大和ハウス
4591 江　澤　芳　基 札幌市
4592 小　林　保　洋 埼玉県
4593 横　山　悠　太 札幌市
4594 浅　海　路　史 ＫＰＭＧ
4595 長　澤　彰　吾 中日新聞社
4596 青　木　優　太 千葉県
4597 浅　野　　　毅 ＷＢＳ
4598 仲　野　浩　章 福津市役所ＲＣ
4599 田　中　拓　雄 れふてぃ
4600 小笠原　　　諒 札幌市
4601 下　田　　　洋 福岡県
4602 江　下　　　尚 百パーセント
4603 山　本　将　康 横浜市陸協
4604 小柳津　　　智 マカニ
4605 園　田　範　和 チーム緑ガメ
4606 岡　崎　好　文 兵庫県
4607 田　中　　　毅 旭川市
4608 峯　岸　敏　行 アミとミク
4609 足　立　　　聡 東京都
4610 古　澤　広　則 東京陸協
4611 枝　崎　拓　也 ＪＡびほろ
4612 黒　沼　幸　治 札幌医大呼内
4613 中　村　　　修 愛知県
4614 宮　岡　健太郎 東京都
4615 森　村　秀　雄 大阪府
4616 宮　崎　恭　介 みやざき外科
4617 佐々木　　　崇 千歳基地ＲＣ
4618 早　川　裕　一 札幌市
4619 端　野　　　真 広島県
4620 吉　見　　　明 オーティコン
4621 兒　玉　　　武 ｃｌｕｂＭＳＲ
4622 畑　中　　　聡 奈良県
4623 荒　木　　　修 札幌市
4624 高　橋　信　洋 ハイブリッジ
4625 白　尾　　　光 札幌市
4626 満　永　将　之 アースレックス
4627 竹　谷　一　貴 岩原塾
4628 奈　良　　　亘 ＴｅａｍＳＰＬ
4629 山　本　義　之 ＩＪＣ
4630 有　村　圭　史 東京都
4631 園　下　将　大 札幌市
4632 山　田　周　史 東京都
4633 林　　　弘　嗣 埼玉県
4634 小　塚　　　力 名寄市
4635 藪　下　　　誠 東京都
4636 藤　田　真　人 札幌市
4637 杉　浦　宏　明 千葉県
4638 森　谷　直　生 千葉県
4639 玉　井　聡　志 チーム大友
4640 美　濃　礼　人 千葉県
4641 大　井　　　聡 札工
4642 吉　武　満　之 保土谷化学工業
4643 安　藤　幸　信 ＳＲＣ大阪
4644 高　橋　俊　一 Ｔｓｕｍｕｇｉ
4645 白　浜　　　剛 Ｔｏｐ　Ｇｅａ
4646 渡　辺　祥　元 江別市
4647 岩　岡　耕　司 消防走遊会
4648 州　崎　真　弘 大阪府
4649 工　藤　啓　祐 神奈川県
4650 島　田　雅　弘 大宮公園走ろう
4651 浪　岡　孝　志 東京都
4652 山　本　祐　之 ＴＥＡＭ山本
4653 藤　田　誠　司 パルＡＣ
4654 田　尻　威　巳 大阪府
4655 清　野　伸　宏 マリンバンク
4656 工　藤　靖　章 茨城県
4657 清　水　泰　行 札幌市
4658 橋　本　　　純 旭川市
4659 小名木　　　翔 埼玉県
4660 柏　倉　　　朗 ＴＥＡＭ－Ａ
4661 渡　部　玲　雄 ＫＫＣ
4662 平　尾　憲　吾 東京都
4663 西　村　嘉　晃 大阪府
4664 馬　場　佳　隆 札幌白陵高校
4665 今　井　太　志 札幌市
4666 佐　野　忠　士 酪農学園大学
4667 池　田　法　嗣 静岡県
4668 李　　　顕　史 内田治療院ＡＣ
4669 又　吉　哲太郎 琉球大学病院
4670 清　水　大　祐 東京都
4671 中　谷　駿　介 神奈川県
4672 林　　　豊　和 網走市
4673 三　浦　洋　一 秋田県
4674 生　出　　　学 札幌市
4675 岩　佐　貫　汰 京都府
4676 杉　村　久　雄 エスアスリーツ
4677 高　橋　秀　一 江別市
4678 神　山　一　哉 札幌市
4679 吉　永　輝　光 森永乳業
4680 内　田　直　之 神奈川県
4681 三　島　康　生 神奈川県
4682 村　川　賀　彦 ＦＵＮＣＯＭＥ
4683 おるげいと　すこっと 英会話ネス
4684 西　垣　　　寿 愛知県
4685 松　崎　崇　志 札幌自衛隊
4686 竹　内　宗　則 神奈川県
4687 早　崎　雅　彦 稚内市
4688 宮　本　大　輔 福岡県
4689 金　沢　　　守 金沢守クリニッ
4690 高　野　慎　一 東京都
4691 武　藤　勇　一 コントローラー
4692 柘　植　悠　孝 愛知県
4693 古　川　弘　之 東京都
4694 八　田　恒　明 東京都

4695 柴　田　康　孝 兵庫県
4696 三　浦　順　一 北海道大学病院
4697 坪　本　　　隆 ゴリラン
4698 草　地　優　介 岩内町
4699 北　上　和　宏 ＺＩＰ－ＲＣ
4700 山　本　悠　一 Ｒ２東日本
4701 槌　谷　けんた 北海道大学病院
4702 土　屋　孝　浩 作ドットラン
4703 河　　　拓　弥 愛知県
4704 石　川　　　晶 東京陸上協議会
4705 羽　田　　　陽 札幌市
4706 齊　藤　栄　三 えがわみのる
4707 小　川　　　明 東京都
4708 野　呂　祐　司 神奈川県
4709 敦　川　浩　之 函館泌尿器科
4710 木　村　直　宏 神奈川県
4711 木　村　将　吾 札幌市
4712 鐵　尾　真　司 大阪府
4713 桜　井　洋　輔 神奈川県
4714 宮　﨑　俊　彦 サーカディアン
4715 高　橋　　　輝 広島県
4716 田　仲　　　勇 京都陸上
4717 岡　本　昌　貴 奈井江町
4718 佐々木　　　誠 札幌市
4719 小　高　公　秀 作．ＡＣ札幌
4720 中　村　悠　人 ＫＤＣ
4721 越　智　隆　行 大阪陸協
4722 森　山　晶　生 千葉県
4723 泉　　　　　敏 トヨタ北海道
4724 沖　野　純　一 札幌市
4725 窪　田　圭　祐 チームｋｓｋ
4726 北　川　吉　隆 東京陸協
4727 工　藤　翔　太 札幌市
4728 芝　山　浩　二 ランニングデポ
4729 八　鍬　義　幸 綾桜翔
4730 辻　野　一　郎 大阪陸協
4731 寺　西　正　道 みのり
4732 高　橋　篤　史 東京都
4733 對　馬　由岐雄 ＠ＮＡＮＡＥ
4734 高　橋　健太郎 グッジョブ
4735 神　馬　雅　樹 札幌市
4736 鈴　木　貴　幸 東京陸協
4737 谷　藤　　　光 滝川市
4738 清　水　　　忠 札幌市
4739 力　石　　　健 宮城県
4740 稲　冨　　　恭 大阪府
4741 福　嶋　　　篤 札幌市
4742 甲斐原　拓　真 札幌市
4743 風　間　洋　一 東京都
4744 瀧　上　　　馨 札幌市
4745 佐々木　秀　明 ＭＡＦＦ
4746 佐　藤　卓　也 桜羽ＲＣ
4747 中　條　年　秋 愛知県
4748 西　村　浩　一 鳥取県
4749 松　野　毅　彦 札幌市
4750 安　井　孝　志 ＶＥＲＤＥ
4751 大　谷　裕　二 石狩市
4752 山　田　　　真 札幌市
4753 福　岡　拓　也 札幌市
4754 村　井　雅　人 札幌市
4755 中　野　康　介 東京都
4756 塚　本　裕　之 東京都
4757 坂　口　秀　治 白老町
4758 杉　野　弘　基 京都府
4759 笹　木　淳　一 神奈川県
4760 畑　　　昌　吾 北野ＲＣ
4761 筒　井　英　人 神奈川県
4762 森　江　啓　司 朝日生命
4763 三　倉　伸　介 ＭＩＳＨＲＵＮ
4764 中　井　勘　介 東京都
4765 渡　部　弘　之 ハセツネクラブ
4766 野　尻　裕　貴 東京都
4767 中　川　雄　太 札幌陸協
4768 笹　目　重　隆 ＴＥＡＭＹ
4769 藤　岡　祐　仁 大阪府
4770 山　本　優　一 千葉県
4771 石　川　高　寛 札幌市
4772 松　岡　　　実 千葉県
4773 川　端　　　学 福知山　土
4774 西　辻　豪　人 大阪府
4775 安　田　哲　平 北広島市
4776 川　村　真　司 旭川市
4777 高　橋　　　収 甘党中年団！
4778 金ヶ江　哲　平 ＴＥＡＭ茎崎
4779 藤　田　正　和 レジーナ
4780 寺　澤　涼　生 ＲＥＰ０１１
4781 高　野　　　司 東京都
4782 青　山　翔　平 ｆｒｅｅｅ
4783 山　岸　恵　輔 ＥＬＤＯＲＥＳ
4784 薬　袋　孝　宣 ＡＲＣ仙台
4785 村　木　　　誠 東京都
4786 斎　藤　史　朗 こんにちわ～く
4787 大　島　佑　樹 くうちょう
4788 篠　山　裕　一 ゆたかなあい
4789 田　島　直　人 東京都
4790 及　川　陽一郎 宮城県
4791 瀬　戸　雄　志 札幌市
4792 古　山　浩　司 アフォーダンス
4793 櫻　井　　　崇 北見市
4794 鈴　木　克　憲 ＲＥ北海道
4795 桝　　　孝　行 福岡県
4796 高　木　佑　一 京都大学
4797 東　森　亮　博 大阪府
4798 網　倉　　　博 エルハウス
4799 泉　　　知　行 東京都
4800 長谷川　浩　嗣 札幌市
4801 山　崎　英　哉 白樺高等養護
4802 宮　武　真　知 北海道科学大学

4803 木　村　圭　吾 栄美通信
4804 福　井　　　保 福岡県
4805 金　子　磨　志 芦別高校
4806 村　　　　　亮 千葉県
4807 小　柳　　　健 東京都
4808 小　林　　　求 恵み野病院
4809 新井田　　　寛 鶏走会
4810 堺　　　達　也 札幌市
4811 中　野　　　匡 千葉県
4812 吉　田　典　正 愛知県
4813 鈴　木　隆　弘 大阪府
4814 佐々木　慎　治 函館市
4815 桑　原　賢　一 大阪府
4816 平　井　英　人 東京都
4817 植　野　芳　樹 ＳＷＡＣ
4818 渡　邉　大　和 東京都
4819 谷　口　哲　雄 茨城県
4820 大　橋　　　興 東京都
4821 中　村　陽　介 モランボン
4822 安　田　隆　治 青森陸協
4823 山　本　博　美 旭化成東京ＪＣ
4824 齋　藤　将　崇 札幌市
4825 村　上　信　司 東京都
4826 渡　部　恭　久 東京都
4827 高　崎　秀　雄 旭川陸上クＯＢ
4828 加　藤　裕　介 小樽市
4829 小　川　翔太郎 札幌市
4830 北　田　聡　汰 札幌市
4831 上原子　健　介 札幌市
4832 篠　原　　　篤 東京陸協
4833 久　中　聖　史 茨城県
4834 高　橋　研　二 茨城ボーイズ
4835 高　倉　　　禎 兵庫県
4836 山　村　茂　雄 つま恋
4837 大　西　秀　之 ＴｅａｍＨＫＫ
4838 神宮司　雄　祐 大樹町
4839 上　澤　徹　二 神奈川県
4840 佐　藤　　　満 チームさとまん
4841 吉　田　隆　之 東京都
4842 吉　田　龍　平 クラブＲ２東北
4843 我孫子　　　周 栄和ＳＳ
4844 坂　本　俊一郎 東京陸連
4845 鈴　木　穂　人 そらうみ
4846 島　　　大　樹 ＳＣＲ
4847 二　橋　将　博 丸二物産（株）
4848 武　内　滋　幹 東京都
4849 福　島　康　宏 千葉県
4850 津　田　史　行 金富士酒場
4851 石　川　知　明 東京陸協
4852 安　福　敏　紀 東京都
4853 宮　本　眞　二 道マラソンク
4854 相　澤　一　広 新琴似中教諭
4855 田　中　大　介 恵庭市
4856 本　司　　　博 ＣＧＣ
4857 高　口　　　勝 知多走友会
4858 柳　澤　啓　佑 東京都
4859 加　藤　博　志 神奈川県
4860 岩　田　友　視 山口県
4861 大　森　建太郎 ラウドランナー
4862 小　池　　　直 マクロミル
4863 中　村　允　謹 プリズン網走
4864 黒　田　寿　夫 静岡県
4865 上　岡　　　登 苫小牧気分走会
4866 渋　谷　　　覚 函館市
4867 上　野　　　強 ＫＭＣ
4868 鈴　木　新　司 絆ＷＡＧＡＹＡ
4869 柴　野　孝　和 小樽市
4870 衣　原　潤　一 帯広市
4871 土　井　敬　太 札幌市
4872 斎　藤　　　毅 札幌市
4873 坂　口　悦　範 札幌市
4874 南　山　栄　成 京都府
4875 佐　藤　俊　介 美唄市
4876 片　山　雅　夫 岡山県
4877 池　水　広　武 ＣＬＥＯＮ
4878 王　　　昊　陽 札幌市
4879 深　澤　眞　琴 札幌市役所
4880 岩　邉　佳　英 神奈川県
4881 貝　瀬　　　徹 苫小牧市
4882 高　田　政　文 兵庫県
4883 森　本　誠　二 札幌市
4884 中　武　憲　秀 ユニバーサルフ
4885 粕　谷　雄　大 愛知県
4886 田　澤　彰　義 札幌市
4887 小　川　晋　史 東京ＢＡＹＲＣ
4888 近　藤　崇　之 静岡県
4889 片　岡　亮　典 福井県
4890 関　　　康　春 万里鵬翼之夢
4891 静　間　利　行 トッチッカ
4892 藤　崎　成　吾 ビゴラス８０
4893 柿　本　敦　史 富良野市
4894 紙　　　修　司 札幌市
4895 大　邑　浩　介 札幌市
4896 澤　崎　賢　司 サワケンＲＣ
4897 林　　　　　徹 帯広市
4898 鈴　木　　　正 大阪府
4899 尾　美　晴　輝 彩大直パパ
4900 内　田　昌　一 中標津十二楽走
4901 飯　尾　洋　希 大阪府
4902 伊　藤　寿　志 ホクレン飼金会
4903 花　田　耕　平 福岡県
4904 金　野　明　弘 ＪＵＬＵＥ
4905 大　田　利　治 大阪府
4906 小　松　雅　尚 東京都
4907 福　迫　尚　吾 神奈川県
4908 中　川　宏　士 六華ランナーズ
4909 村　上　智　彦 江差町
4910 佐　藤　　　勲 武田運送ＳＶ

4911 吉　村　元　博 農研機構
4912 前　野　克　尚 神奈川県
4913 米　野　　　薪 札幌市
4914 佐　藤　幸　治 ランチタイム
4915 山　本　利　博 東京都
4916 伊　東　宣　晃 ＡＬＡＰＡ
4917 草　野　剛　一 札幌市役所ＯＢ
4918 吉　野　俊　幸 旭化成東京ＲＣ
4919 池　上　勝　英 神奈川県
4920 松　浦　　　彰 苫東石油備蓄
4921 西　原　慎　祐 横浜中央走友会
4922 大　谷　典　生 札幌市
4923 高　橋　広　基 札幌市
4924 香　山　茂　平 広島県
4925 芳　原　雅　之 元丸
4926 酒　井　　　慶 江別市
4927 中　村　聡　史 東京都
4928 北　村　幸太郎 千葉県
4929 後　藤　敏　文 仁頃山ＲＣ
4930 森　　　　　弘 宮崎の牛乳
4931 星　　　尚　人 高木工業
4932 高　橋　鯉　一 東京都
4933 齋　藤　伸　一 ルナークス
4934 菅　原　歩　積 チームからふる
4935 山　田　知　夫 東京都
4936 鈴　木　善　法 斗南病院ＲＣ
4937 石　坂　勝　美 占冠村役場
4938 野　中　啓　二 岩崎宏美親衛隊
4939 吉　岡　拓　海 ＮＥＳ
4940 箱　崎　和　好 三角山走友会
4941 神　山　　　崇 マイメディカル
4942 岡　　　　　譲 ビール飲み隊
4943 白　石　力　也 千葉県
4944 吉　本　直　記 岩見沢市
4945 宮　阪　浩　一 京都府
4946 山　口　卓　朗 中標津十二楽走
4947 中　村　昭　彦 財務局走ろう会
4948 和　田　成　人 鹿児島ランラボ
4949 荻　野　晃　司 神奈川県
4950 寺　岡　利　秋 北見市
4951 西　山　尋　正 大阪府
4952 柴　原　雄　樹 ちばりよ～ＲＣ
4953 伊　藤　　　健 Ｃｈｏｉニスト
4954 佐々木　翔　平 根室漁協
4955 塚　原　孝　巳 Ｒ２北海道
4956 鬼　頭　　　智 道北陸協
4957 潟　渕　武　信 北陸電力
4958 生　野　貴　之 帯広市
4959 森　　　快　地 千歳市
4960 牧　野　　　司 中標津十二楽走
4961 三　浦　和　也 釧路ＭＣ
4962 生　田　駿　至 東京都
4963 松　坂　友　貴 愛知県
4964 加　藤　順　啓 デシクロペダリ
4965 二　宮　遼太郎 鳥取県
4966 勝　田　剛　生 札幌市
4967 山　岡　良　将 釧路興津小学校
4968 小　池　飛　竜 静岡県
4969 三　浦　　　修 札幌市
4970 白　木　公二郎 新潟県
4971 新　居　大　輔 札幌東豊高教員
4972 中　山　浩　明 Ｄｅｅｐｅｒｓ
4973 吉　岡　和　彦 錦戸塗料店
4974 三　好　　　毅 札幌よるかぜ
4975 木　村　　　浩 大阪府
4976 須　藤　伸　仁 札幌市
4977 佐々木　清　文 函館走ろう会
4978 寺　澤　潤　一 住不建サ
4979 林　　　伸　一 ＳＦＲＣ
4980 天　野　誠　弥 埼玉県
4981 戸　谷　直　樹 チームツチヤ
4982 中　山　雄　一 旭川永山
4983 宮　崎　健　悟 道路建設（株）
4984 ルールジク　ミゲル 東京都
4985 上　甲　奉　文 宇和島陸協
4986 山　本　洋　平 札幌禎心会病院
4987 竹　田　一　貴 Ｒ２西日本
4988 川　端　康　幸 日立
4989 横　井　惠　介 三重県
4990 小　泉　一　人 札幌市
4991 野々村　直　人 愛知県
4992 後　藤　正　信 ＡＬＬ＊ＯＵＴ
4993 大　友　　　聡 札幌市
4994 加　納　隆　明 東京都
4995 猪　股　尚　志 のりりんクラブ
4996 門　脇　隆　志 はれＲＵＮ
4997 後　藤　宏　行 北海道開発局
4998 阪　本　光　隆 東京競協
4999 鈴　木　康太郎 凸マラ
5000 沼　沢　尚　哉 札幌市
5001 中　田　信　樹 空知総合振興局
5002 多　賀　克　倫 ノースウインド
5003 大　竹　芳　彦 ＫＤＤＩ
5004 谷　本　　　要 神奈川県
5005 大　鐘　淳　平 茨城県
5006 高　津　三　郎 屯田ブリザーズ
5007 朝　倉　弘　純 千歳市
5008 小　菅　修　斗 東京都
5009 栗　本　峰　雄 兵庫県
5010 佐々木　　　悟 国土交通省
5011 高　崎　峻　介 北海道大学
5012 加　藤　洋　祐 オムロン
5013 本　居　　　智 札幌市
5014 森　　　康　文 札幌市
5015 石　原　　　定 札幌市
5016 宮　下　悠　樹 Ｒ２東日本
5017 井　本　克　路 Ｒ２北海道
5018 津　田　和　樹 札幌市役所

…日本陸上競技連盟登録競技者
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5019 廣　瀬　　　遼 兵庫県
5020 上　平　和　政 大阪府
5021 橋　本　智　永 愛知県
5022 井　谷　勝　哉 アポロ
5023 萩野谷　　　圭 札幌市
5024 越　田　佳　男 石川県
5025 齋　藤　康　平 群馬県
5026 本　松　優　太 茨城県
5027 稲　垣　公二郎 神奈川県
5028 石　井　頼　尚 札幌市
5029 杉　山　勝　俊 ナラサキＡＣ
5030 土　門　幸太郎 札幌市
5031 佐　藤　晃　二 内田洋行ＩＴＳ
5032 古　川　　　圭 東京都
5033 近　藤　信太郎 札幌市
5034 南　　　慶　模 クラブＲ２
5035 横　田　祐　貴 大阪府
5036 北　原　憲太郎 大阪府
5037 阿　部　寛　史 東京都
5038 湯　朝　育　広 豊島区陸協
5039 清　水　信　一 東京都
5040 吉　本　直　人 札幌市
5041 荒　川　公　秀 札幌市
5042 井　澗　弘　亘 札幌市
5043 工　藤　大　輔 青森県
5044 岡　村　紀　宏 札幌市
5045 坂　本　朝　洸 秋田県
5046 平　野　智　大 東京都
5047 百　田　誠　司 鎌倉笛田１００
5048 根　城　健　介 札幌市
5049 秋　元　英　治 青森県
5050 菅　野　孝　則 神奈川県
5051 大　場　博　史 ＥＡＣ
5052 橋　本　国　博 兵庫県
5053 小　野　泰　昭 愛知県
5054 高　橋　一　之 苫小牧市
5055 米　田　宏　紀 札幌市
5056 西　坂　俊　一 ＴＲＩＡＬ
5057 樋　口　政　法 札幌陸恊
5058 鳥　羽　克　治 東京都
5059 冨　田　英　伸 キャバ愛好会
5060 古　田　　　仁 ＴＯＮＤＥＮ
5061 木　谷　　　圭 広島県
5062 泉　山　　　淳 釧路市
5063 三　河　大　祐 苫小牧市
5064 中　川　　　元 くゆとわＲＣ
5065 海　藤　　　宏 神奈川県
5066 溝　下　　　博 Ｌ＆Ｒ
5067 吉　田　和　弘 都バス江戸川
5068 田　中　　　光 東京都
5069 杉　浦　悠太郎 東京都
5070 小　林　哲　也 大阪府
5071 松　山　忠　司 京都府
5072 西　森　史　裕 兵庫県
5073 井　上　　　淳 東京都
5074 田　附　芳　幸 三重県
5075 山　邊　基　博 兵庫県
5076 日　景　一　雄 チームからふる
5077 櫻　井　純　男 ファイザー
5078 中　河　宏　昭 ＰＲＯＯＦ
5079 浦　岡　崇　史 札幌市
5080 藤　原　弘　光 札幌東商業高
5081 鉢　呂　延　高 ねつとらん札幌
5082 小　林　克　成 名寄市
5083 土　屋　勝　英 千葉県
5084 若　山　好　男 八王子市陸協
5085 原　　　和　範 リノモーター
5086 岩　越　祥　晃 大阪府
5087 河　面　伸　幸 大分県
5088 吉　田　裕　一 吉田建築所
5089 鈴　木　博　之 なし
5090 鈴　木　紀　之 ラミリート
5091 石　黒　喬　太 ぐろのすけ
5092 小　山　　　晃 岡山県貨物運送
5093 砺　波　泰　也 静岡駅南店
5094 市　原　文　仁 なまら走り隊
5095 金　村　　　斉 京都府
5096 林　　　史　裕 ＪＳＷ室蘭ＲＣ
5097 吉　﨑　　　淳 札幌市
5098 栗　坂　俊　弥 ＧＲｌａｂ兵庫
5099 久　道　義　明 札幌市
5100 福　田　　　崇 大阪府
5101 吉　岡　重　昌 千葉県
5102 高　野　　　篤 ラフネス
5103 宮　尾　謙　三 北海道マラソン
5104 上　坪　正　人 風っ子ＡＣ
5105 植　野　伸　司 神奈川県
5106 久　米　秀　克 東京都
5107 村　中　　　博 遠軽町
5108 安　保　信　之 音更町
5109 大　塚　彰　男 静岡県
5110 荒　井　孝　宏 千葉県
5111 柴　田　公　久 ニプロＡＣ
5112 金　森　敏　光 松田整形外科
5113 加　藤　拓　洋 東京都
5114 土　崎　　　健 ＫＯＴＡ
5115 田　崎　俊　介 千歳市
5116 森　本　栄　二 正興電機
5117 前　田　　　仁 Ｒ２北海道
5118 當　眞　太　一 札幌市
5119 平　良　大　輝 沖縄県
5120 斉　藤　清　次 チョンブリー
5121 上　原　宗　博 かおり雄大大河
5122 白　川　　　一 奈良県
5123 山　内　康　司 愛知県
5124 新　保　雄　三 札幌市
5125 横　岡　英　尊 函館市
5126 北　谷　将　文 砂川市

5127 薮　下　和　也 札セ
5128 神　山　貴　至 大阪府
5129 斉　藤　哲　也 静岡県
5130 露　木　幹　人 愛知県
5131 森　　　順　次 東京都
5132 細　田　卓　爾 北林ＲＣ
5133 田　中　康　平 ＯＲＫ
5134 高　橋　　　学 埼玉県
5135 堀　江　明　弘 ベストスタイル
5136 望　月　孝　一 ナチュラルフー
5137 田　渕　善　隆 愛知県
5138 遠　藤　正　司 マーシュ亭
5139 高　山　　　修 旭川市
5140 近　藤　　　宏 道央陸協
5141 関　　　優　汰 大阪府
5142 岡　　　俊　一 ＳＩＤＥ－Ｂ
5143 若　月　勇　二 ユッカＲＣ
5144 髙　橋　宏　典 東京都
5145 児　玉　誠　治 札幌市
5146 蓑　島　嵩　人 愛知県
5147 宮　川　圭　太 神奈川県
5148 井　原　康　則 ｒｃ北海道
5149 岡　　　　　諭 Ｒ２西日本
5150 髙　橋　寿　法 札幌市
5151 大　坂　道　明 札幌市
5152 大　西　公　貴 メディトラスト
5153 吉　田　浩　太 熊本県
5154 加　藤　康　弘 埼玉県
5155 早　川　恒一郎 ＬＳＩＭ
5156 東　岡　純　一 大阪府
5157 奥　村　尚　樹 東京都
5158 遠　藤　康　政 知多走友会
5159 大　西　健　仁 石川県
5160 井　川　堅　司 ＯＮＥＴＯＫＹ
5161 宮　崎　太　樹 福岡県
5162 江　森　　　博 東京都
5163 熊　田　喜　安 浦安ハーフ会
5164 喜　多　幸　仁 ＨＣ帯広ＡＣ
5165 長谷部　智　大 札幌市
5166 高　柳　雅　人 静岡県
5167 大　森　規　雄 埼玉県
5168 金　田　慶　二 東京都
5169 土　居　雅　典 宮城県
5170 大　野　　　誠 夜明け前陸上部
5171 矢　野　　　旦 道新函館報道部
5172 晝　間　康　夫 プライムメゾン
5173 早　川　祥　文 福岡県
5174 小　嶋　　　覚 札幌市
5175 熊　沢　智　久 能代ＵＭＣＣ
5176 江　口　弘　樹 大阪府
5177 渡　部　洋　平 読売ＩＳ
5178 志　摩　弘太郎 東京都
5179 進　藤　　　彰 湘南るほらる
5180 古　藤　拓　弥 札幌市
5181 丹　野　靖　久 ランジョグ
5182 小石川　　　規 倶知安町
5183 霜　野　一　幸 宮の森ＳＣ
5184 大　内　　　洋 みーちゃんズ
5185 新　海　昂　生 旭川市
5186 山　田　浩　文 パナソニック
5187 小　池　由　高 東京都
5188 深　尾　　　毅 ＲＲＡＣ
5189 浅　水　和　彦 遠軽登山部
5190 森　本　丈　貴 札幌市
5191 原　田　　　誠 神奈川県
5192 今　井　順　一 東京都
5193 高　橋　武　義 東京陸協
5194 大　原　達　也 神奈川県
5195 森　岡　浩　司 トヨタ自動車
5196 福　島　洋　一 北大杖球ＯＢ
5197 横　山　雅　実 札幌市
5198 林　　　康　之 鳥取県
5199 金　濱　博　樹 厚岸町
5200 岸　上　信　彦 大阪府
5201 山　中　　　俊 神奈川県
5202 東　泉　秀　幸 東泉体育大学
5203 杉　山　雅　彦 大阪府
5204 小　池　信　司 神戸市
5205 赤　嶺　友　樹 ＴＭちんすこう
5206 内　田　尚　孝 静岡県
5207 梶　沼　　　勉 ＣＯＺＹＪＯＹ
5208 水　口　勝　志 はせクリＲＣ
5209 土　岐　直　樹 Ｒ２中日本
5210 井　上　浩　明 帯広市
5211 石　神　輝　也 宮城県
5212 佐　藤　高　行 ぎふ洞戸走友
5213 有　野　航　洋 千葉県
5214 奥　山　雅　仁 千歳市
5215 黒　木　昭　彦 神戸市陸協
5216 南　部　　　修 塩釜
5217 熊　谷　孝　敏 道南ＲＣ
5218 武　藤　　　実 カナガワＲＣ
5219 江　原　忠　彦 東京都
5220 長　島　宏　樹 札幌市
5221 山　内　　　哲 札幌市
5222 高　橋　照　二 赤レンガ走友会
5223 米　丘　祐　二 大阪府
5224 野　口　耕　平 東京都
5225 川　西　太　士 東京陸上競技会
5226 小野寺　英　明 神奈川県
5227 井　出　光　俊 サウンドハウス
5228 二井矢　洋　一 大阪府
5229 須　藤　清　樹 須藤鍼灸整骨院
5230 扇　　　誠　人 長沼町
5231 玉　城　　　卓 埼玉県
5232 吉　野　雄　三 北海道ぎょれん
5233 菊　田　圭　一 神奈川県
5234 辻　　　政　樹 千葉県

5235 金　子　康　司 埼玉県
5236 佐　藤　未　来 一千胡
5237 西　野　広　輔 千歳市体育協会
5238 川　村　昌　嗣 函館市
5239 中　辻　康　之 大阪府
5240 鈴　木　一　郎 鹿沼市走友会
5241 三　浦　潤　一 東京陸協
5242 川　崎　　　訓 札幌陸協
5243 中　原　和　久 札幌市
5244 芝　原　一　繁 富山県
5245 大　洞　篤　志 ＲＲＲ
5246 横　山　　　諭 札幌市
5247 尾　形　邦　彦 宮城陸協
5248 小　山　　　陽 チームナラキ
5249 永　井　元　気 クラブＲ２
5250 大　島　功　嗣 橋本山岳隊
5251 本　間　久　雄 新潟県
5252 安　達　優一郎 ダッチ
5253 山　村　愁　二 上富良野町
5254 鷲　頭　佳　祐 苫小牧市
5255 会　沢　佳　昭 岩見沢市立病院
5256 高　橋　幸　也 釧路市
5257 岸　谷　直　志 滋賀県
5258 高　田　則　幸 岩見沢市
5259 高　岡　大　介 大分県
5260 小　林　良　行 大阪府
5261 長　倉　宏　樹 札幌市
5262 渕　上　雅　己 埼玉県
5263 橋　本　和　聡 小樽市
5264 湊　　　晶　雄 苫小牧市
5265 野　口　恭　平 東京都
5266 丹　野　弘　晃 十和田市立病院
5267 山　口　　　陸 ホノマラ
5268 谷　口　陽　彦 札幌市
5269 青　木　京　一 ダイゴロー
5270 成　田　　　豪 札幌市
5271 佐久間　誠　一 千葉県
5272 遠　藤　光　騎 丸福の会
5273 豊　川　達　也 チームからふる
5274 船　瀬　寛　夫 Ｒ２中日本
5275 深　谷　厚　輔 東京都
5276 来　島　和　徳 ＴＥＡＭーＰ
5277 有　馬　一　幸 北海道渡島水産
5278 池　田　秀　登 札幌市
5279 吉　井　健　大 札幌市
5280 道　廣　直　幹 ミッチーズ
5281 佐　藤　弘　一 山鼻郵便局
5282 牧　瀬　孝　幸 東京都
5283 佐々木　一　朗 極洋
5284 広　羽　一　昭 東京都
5285 佐々木　洋　佑 愛知県
5286 楠　　　智　之 神奈川県
5287 坂　本　博　史 石狩市
5288 金　澤　克　雄 北成病院
5289 三　好　　　覚 函館市
5290 篠　森　亮　輔 紋別市
5291 花　田　貴　大 川崎市陸協
5292 齋　藤　文　夫 フェイス
5293 見　城　育　夫 名寄市立大学
5294 藤　田　真　澄 ＪＲＭＣ
5295 釜　石　知　幸 札幌市
5296 原　　　康　祐 大分県
5297 舟　串　信　寛 東京都
5298 茶　谷　隆　司 札幌市役所
5299 西　　　恭　弘 日立造船ＲＣ
5300 大　友　貴　代 北斗市
5301 川　村　雄一郎 札幌市
5302 山　崎　久　嗣 静岡県
5303 平　館　孝　浩 北海道
5304 安　達　　　亮 グンゼ
5305 三　上　　　学 東京陸協
5306 山　口　貴　之 東京都
5307 杉　山　重　人 Ｒ２中日本
5308 高　橋　健　一 札幌市
5309 遠　藤　　　圭 岩見沢市
5310 笠　原　征　一 札幌市
5311 菱　田　俊　貴 愛知県
5312 沢　里　友　好 岩手県
5313 藤　川　和　也 徳島県
5314 土　橋　　　学 シャモニ－ＡＣ
5315 深　貝　大　輔 札幌市
5316 桜　庭　直　哉 ＳＣＳＫ北海道
5317 山　岸　俊　彦 札幌市
5318 阿　部　雄　太 兵庫県
5319 菅　原　章　三 楽走４１２旭川
5320 鹿　毛　久　史 福岡県
5321 若　月　雅　人 札幌市
5322 松　本　　　健 キヤノン宇都宮
5323 平　原　　　大 根室市
5324 渡　辺　貴　則 中央バス石狩
5325 石　井　浩　二 東急住宅リース
5326 野　本　和　宏 イオンモール
5327 町　野　憲　一 明治安田生命
5328 目　黒　翔　太 福岡県
5329 後　藤　祐　嗣 チームごっちん
5330 菅　井　健太郎 茨城県
5331 大　木　久　敬 道マラソンク
5332 油　川　智　史 胆振教育局
5333 長谷川　　　誠 苫小牧市
5334 小　寺　拓　司 ＴＦＣＴＦＣ
5335 佐　藤　　　豪 札幌市
5336 鈴　木　洋　平 札幌市
5337 樋　口　友　淳 北海道大学
5338 平　井　玲　央 かむいＸＣ
5339 下　里　絢　平 札幌市
5340 徳　田　吉　広 妙高ランクラブ
5341 高　橋　祐　司 野村證券
5342 八　谷　健太郎 札幌市

5343 佐　藤　亮　一 ＯＲＦ－Ｒ
5344 北　山　陽　朗 札幌市
5345 林　　　篤　志 千歳市
5346 全　　　佳　晃 兵庫県
5347 杉　山　順　哉 石狩市
5348 見　置　孝　昌 滋賀県
5349 久　保　智　史 札幌市
5350 袴　田　　　孔 大樹小学校
5351 徳　門　　　潔 沖縄県
5352 中　村　　　勝 別海ＭＣ
5353 安　田　善　輝 別所沼スマイル
5354 高　野　正　訓 札幌市
5355 池　田　将　人 サクマ
5356 野　原　明日歩 埼玉県
5357 畠　野　尚　章 愛知県
5358 笹　村　孝　行 アクシス整骨院
5359 植　松　大　亮 大阪府
5360 上　原　健　司 栗山町
5361 川　島　一　二 ラン札幌
5362 古屋　アレシャンドレ 東京都
5363 桜　井　　　諭 ＤＳ２
5364 大　場　貴　博 宮城県
5365 吉　野　　　務 北海道中央バス
5366 内　川　尚　博 愛知県
5367 熊　谷　　　純 ３０１ＢＳ
5368 村　松　信　明 大阪府
5369 杉　澤　勢　明 Ｉ♥ＲＵＮ
5370 滝　田　　　翼 伊達市民
5371 佐　藤　一　行 京都府
5372 阿　部　　　亘 群馬県
5373 米　永　雅　憲 ＧＳＫ
5374 高　田　　　峻 神奈川県
5375 小　菅　一　範 白糠町
5376 渡　辺　陽　平 愛知県
5377 藤　原　　　崇 札幌市
5378 鈴　木　伊　織 岡山県
5379 草　野　　　仁 ＦＶＳ陸上部員
5380 渡　辺　靖　庸 ＡＬＬ
5381 近　藤　和　也 エミエミクラブ
5382 中　村　寿　志 神奈川県
5383 村　上　雄　亮 イブリジニー
5384 片　山　誓　志 愛知県
5385 宮　村　　　陸 千葉県
5386 柿　崎　健　美 チームねねすけ
5387 石　井　　　忍 千葉県
5388 中　嶋　信太郎 東京都
5389 富　樫　秀　人 マイペース
5390 佐　藤　諒　一 神奈川県
5391 前　田　秀　幸 ナイアガラＭＣ
5392 星　野　裕　幸 東京陸競
5393 高　橋　俊　男 室蘭市
5394 増　山　和　伸 たまくろ
5395 笹　森　　　純 ＳＡＰＰＯＲＯ
5396 伊　藤　広　紀 友走ＲＣ
5397 岡　崎　唯　人 ＢＲＳ
5398 河　田　庸　平 京都陸協
5399 嶋　村　康　弘 東京都
5400 松　藤　竜　弥 北広島市
5401 野　間　一　暢 東京都
5402 鈴　木　清　訓 埼玉陸競
5403 梶　谷　晋作久 東京都
5404 長　尾　英　史 北海道土地連
5405 松　本　勇　太 東京都
5406 石　丸　誠　己 旭川市
5407 猪　子　荘太郎 帯広ランナーズ
5408 坂　本　大　輔 大阪府
5409 臼　井　明　彦 アクロスＡＣ
5410 田　所　浩　史 札幌市
5411 渋　谷　　　健 エンジ北海道
5412 岡　崎　智　哉 帯広市
5413 梶　原　圭　介 会津楽走会
5414 鈴　木　翔　太 旭川市
5415 小　林　弘　幸 秋田県
5416 上　田　佳　之 東京都
5417 星　野　元　興 鹿児島県
5418 伊　藤　　　望 株式会社アフロ
5419 内　藤　浩　司 岡山県
5420 山　本　　　有 東京都
5421 永　井　順　之 札幌市
5422 三　浦　健　人 ｓ２ｗ８
5423 小　松　佳　祐 三菱電機ＬＥ
5424 新　井　寛　之 茨城県
5425 小　林　達　也 神奈川県
5426 及　川　和　也 ニッテン
5427 松　本　　　順 東京都
5428 小　濱　圭　太 札幌市
5429 名　倉　　　崚 愛知県
5430 簗　場　勝　雅 東京都
5431 福　原　洋　介 ＴＤＫ
5432 小　栗　良　太 福岡県
5433 柴　田　　　曜 札幌市
5434 柳　沼　　　浩 やぎさんチーム
5435 吉　野　　　篤 ＨＡＮＥＣＯＮ
5436 玉　城　陽　郎 東京都
5437 福　島　栄　次 札幌市
5438 富　森　　　剛 ポルテ
5439 大　村　貴　康 江別市
5440 久　保　雅　樹 熊谷市陸協
5441 小　山　芳　憲 東京都
5442 中　元　一　博 ＨＢＡ
5443 平　間　勇　作 旭川市
5444 諏　訪　　　滋 ニセコ町
5445 岡　田　風　杜 岐阜県
5446 杉　本　睦　美 東京都
5447 小　西　俊一郎 東京陸協
5448 昆　野　幸　洋 札幌市
5449 柴　田　　　清 秋田県
5450 河　合　　　淳 札幌市
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5451 花　井　航　也 札幌市
5452 田　村　　　黎 六聖星
5453 千　坂　和　洋 東京都
5454 竹　本　俊一朗 ６５ＢＡＳＥ
5455 大　泉　　　厚 旭川市消防本部
5456 照　井　允　人 手稲本町郵便局
5457 菊　池　栄太郎 東京都
5458 川　浪　慎　也 Ｔ．Ｎ．Ｒ
5459 工　藤　貴　広 青森県
5460 古　里　　　充 とましん
5461 小　倉　廣　司 東京都
5462 荒　木　貴　史 パナソニック
5463 山　田　真　也 楽愚駄くらぶ
5464 西　山　　　毅 東京都
5465 小　出　　　倫 旭川市
5466 稲　垣　靖　彦 宮城県
5467 林　　　祐　一 札幌市
5468 シール　ジェリー ＣＲＥＡＭ
5469 河　合　　　淳 ＲＢＲＧ
5470 武　村　賢　司 チェリボ駅伝部
5471 古　屋　勝　博 岩見沢市
5472 中　馬　　　啓 東京都
5473 横　山　俊　治 ｋｏｚａ
5474 山　田　信　一 千葉県
5475 中　原　広　志 鳥取県
5476 大　庭　隆　幸 モエレ沼ＡＣ
5477 齋　藤　正　啓 エス・トラスト
5478 松　本　大　和 ちばりよ～ＲＣ
5479 黒　澤　圭　太 札幌市
5480 川　合　建　太 千葉県
5481 織　田　義　信 札幌市
5482 左　藤　匡　利 石川県
5483 間　坂　浩一郎 千葉県
5484 黒　須　修　一 黒須会
5485 須　藤　優一郎 札幌施設管理
5486 森　　　龍　一 札幌市
5487 米　山　　　淳 神奈川県
5488 種　市　　　実 紋別消防
5489 本　條　信　隆 メガロス
5490 高　橋　朋　史 ウェルカム
5491 柚　原　幸　治 宮城県
5492 小　林　祐　一 茨城県
5493 柴　田　秀　明 福岡陸上競技
5494 宮　本　　　充 宮城県
5495 今　宮　拓　哉 東京都
5496 織　田　篤　志 大阪府
5497 清　水　　　優 東京都
5498 土　屋　真　飛 京都府
5499 世　良　一　真 ランコネ
5500 丸　山　裕　貴 静岡県
5501 川　島　　　祥 神奈川県
5502 伊　藤　裕　左 大阪府
5503 成　田　尚　也 福島県
5504 小　柳　　　渉 愛知県
5505 坂　本　昌　隆 熊本県
5506 大　澤　一　聡 ＹＲＣ
5507 岡　田　晃　範 富山県
5508 福　島　　　浩 京都府
5509 鳴　嶋　大　朗 神奈川県
5510 斉　藤　　　直 ＲＫ．札幌
5511 城　　　直　人 作．ＡＣ札幌
5512 北　村　忠　人 愛知県
5513 和　田　　　純 ケアライフ王子
5514 高　橋　秀　典 にじっこらんど
5515 小　川　創　平 東京都
5516 岸　　　基　史 マゾっこくらぶ
5517 武　川　　　泉 神奈川県
5518 若　狭　昭　彦 ＣＲ２東日本
5519 坂　本　経　大 札幌市
5520 三　品　　　悟 アイリス
5521 金　子　弘　樹 ホンダカーズ
5522 工　藤　秀　樹 札幌市
5523 斉　藤　　　渉 六華ランナーズ
5524 西　山　　　輔 東京都
5525 安　田　敬　一 Ｒ２東日本
5526 恵　美　祥一郎 広島県
5527 小　林　　　卓 宇佐美ＲＣ
5528 鎌　田　毅　仁 東京都
5529 村　上　辰　徳 札幌市
5530 土　地　宏　朋 石川県
5531 三　宅　優　也 札幌市
5532 長谷川　　　学 東京都
5533 林　　　亮太郎 Ｒ２東日本
5534 佐々木　　　崚 茨城県
5535 笹　島　慎　介 札幌市
5536 吉　川　恭　彦 帯広市
5537 高　崎　雄　二 ＳＤＦ
5538 中　田　貴　文 北広島市役所
5539 岩　井　靖　史 札幌市
5540 齋　藤　知勇蔵 ＪＲ北海道ＭＣ
5541 林　　　千　喜 道マラソンク
5542 内藤　ひょうえ クラブＲ２
5543 伊　藤　佑　輔 東京速度男子
5544 小　口　太　郎 南蛮連合
5545 石　渡　規　生 札幌市
5546 中　川　浩　明 東京都
5547 天　野　淳　一 東京都
5548 小　川　典　之 東京都
5549 八重樫　輝　彦 石狩市
5550 中　島　智　博 札幌市
5551 牧　　　信太郎 ルナークス
5552 栄　木　浩　太 福島県
5553 後　藤　慎　一 千葉県
5554 渡　邊　克　治 神奈川県
5555 赤　木　亮　介 東京都
5556 小　口　寛　次 兵庫県
5557 南　　　典　孝 あすリード大阪
5558 五十嵐　知　彦 札幌市

5559 島　川　慶　彦 札幌市
5560 萩　原　翔太郎 札幌市
5561 古　草　鉄　也 東京都
5562 袖　森　セ　ナ 千歳市
5563 池　澤　　　光 東京都
5564 小　松　央　児 札幌市
5565 本庄屋　芳　和 ｈ．
5566 阿　部　真　樹 東京都
5567 阿　部　陽　介 橋本山岳部
5568 高　木　啓　史 群馬県
5569 高　山　　　寛 ぴーヒャら
5570 穂　苅　泰　弘 財務局走ろう会
5571 澤　田　康　博 スポーツデポ
5572 岡　野　智　宏 神奈川県
5573 平　畑　清　一 福岡県
5574 古　川　力　丈 東京都
5575 織　田　富　男 チームからふる
5576 小　林　連太郎 札幌市
5577 天　野　憲　人 クラブＲ２
5578 新　井　吉　光 ＲＵＮＷＥＢ
5579 北　川　雅　昭 ＧＳＬ
5580 小野木　義　徳 東京都
5581 大　塚　和　裕 青森県
5582 本　間　　　晃 小笠原表装店
5583 箕　輪　祐　馬 東京都
5584 奥　村　和　典 凡人ＲＣ
5585 平　山　雄　二 ＲＩＳＥ　ＲＣ
5586 片　桐　康　彦 ペレーニア
5587 田　口　雄　一 埼玉県
5588 海　野　　　真 ＯＴＲＣ
5589 渡　邉　一　馬 東京都
5590 上　田　哲　也 古河ＡＳ楽走会
5591 布　施　克　通 東京都
5592 川　道　正　次 千歳市
5593 金　野　宏　嗣 札幌市
5594 荒　川　郁　弥 千歳市
5595 高　松　弘　宗 千葉県
5596 谷　崎　雄　大 京都府
5597 雨　夜　博　史 札幌市
5598 高　堂　和　英 東京都
5599 細　川　朝　飛 札幌市
5600 保　坂　ただし 兵庫県
5601 栗　原　　　猛 ＴＲＣ
5602 北　澤　光　太 札幌一年目
5603 柳　川　　　心 大阪府
5604 青　柳　　　聡 岩内陸上少年団
5605 滝　嶋　宏　章 京都府
5606 村　山　剛　介 南郷ランナーズ
5607 佐　貫　一　成 東京都
5608 密　谷　昌　史 大阪府
5609 笠　原　幹　夫 枝ちゃんず
5610 外　崎　則　夫 ゼロベースＲＣ
5611 佐々木　敏　行 東京都
5612 倉　冨　渉　平 札医陸上部
5613 高　橋　悠　希 札幌市
5614 渡　部　洋　平 兵庫県
5615 星　野　祐　人 ＣＲ２東日本
5616 蒔　田　基　生 東京都
5617 清　田　真　利 東京都
5618 堀　　　正　和 ホリファーム
5619 佐々木　徹　人 トヨタ北海道！
5620 酒　見　　　匠 福岡県
5621 濱　田　　　弘 ゆるジョグ
5622 江　川　祐一郎 神奈川県
5623 齊　藤　俊　介 医療法人岸医院
5624 浜　野　静　男 根室ＳＡＣ
5625 永　住　崇　一 熊本県
5626 定　井　陽　樹 札幌市
5627 須　川　寛　人 札幌市
5628 渡　邊　洸　介 札幌循環器病院
5629 永　野　隆　夫 大建工業
5630 和　田　聖　雅 大和ハウス工業
5631 藤　川　治　也 クラフト
5632 破　入　正　名 Ｒコンセプト
5633 米　倉　浩　司 札幌市
5634 齋　藤　正　明 薬薬ランナーズ
5635 森　長　正　彦 愛知県
5636 西　川　　　翔 札幌市
5637 佐々木　和　宏 コロポックル
5638 齋　藤　秀　光 愛知県
5639 吉　岡　智　文 ＪＲＦＨＬ
5640 小　林　敏　典 おとっつぁん
5641 江　口　和　輝 きたながのＲＣ
5642 渡　部　周　平 福島県
5643 本　間　公　二 神奈川県
5644 入　江　亮　裕 茨城県
5645 山　浦　弘　二 ニッポンランナ
5646 塩　田　敏　夫 ＭＯＥＣＯ
5647 鷲　見　悠　太 富良野市
5648 安　本　太　一 愛知陸協
5649 戸　土　光　徳 Ｒ２中日本
5650 松　浦　之　和 京都府
5651 島　崎　悠　仁 北見市
5652 小　澤　剛　志 川崎市陸協
5653 池　上　　　崇 栃木県
5654 山　田　喜　宣 砧公園走友会
5655 清　水　秀　文 川路かめさん
5656 杉　山　哲　庸 Ｇクロップス
5657 山　崎　政　司 中標津町
5658 川　口　浩　範 大阪府
5659 伊　藤　司　朗 ガーデンパレス
5660 宮　田　勇　治 札幌市
5661 畑　中　裕　之 道マラソンク
5662 四ヶ所　　　勝 東芝
5663 松　井　義　和 吹田カメの子会
5664 宮　下　道　夫 ＩＭ皇居ラン
5665 高　橋　勝　利 キヤノンＢＳ
5666 片　山　達　也 スラリン

5667 前　　　喜　裕 ミズノ
5668 冨　田　健　一 さいたまｒｃ
5669 中　島　康　行 岐阜県
5670 永　野　孝　一 ＴＲＣ
5671 清　水　邦　明 ホワイト
5672 岡　本　哲　哉 南房総市役所
5673 東　出　拓　真 ＪＲＭＣ
5674 斎　藤　雄　治 宮城県
5675 吉　本　夏　樹 東京都
5676 鈴　木　裕　治 十勝陸協
5677 光　村　太　一 ＳＭＴ東京
5678 西　谷　幸　男 ネクスコ
5679 青　柳　俊　紀 釧路市立病院
5680 岩　井　大　樹 兵庫県
5681 伊　藤　道　大 法政大学大学院
5682 田　中　克　彦 美幌町
5683 音　田　栄　作 大阪府
5684 高　橋　明　人 東京都
5685 大　山　政　人 セコム株式会社
5686 目　黒　祥　久 横河設計ＴＲＣ
5687 大和田　洋　一 東京陸上協議会
5688 坂　口　　　悟 ＣＲ２中日本
5689 杉　山　浩　正 愛知県
5690 島　野　潤　一 道南ＲＣ
5691 金　塚　克　己 札幌市
5692 中　野　純　一 クラブＲ２沖縄
5693 長谷川　秀　一 ｉｒｏｈａｎａ
5694 森　永　和　宏 東京都
5695 和　野　義　彦 あまおうＲＣ
5696 阿　部　一　則 登り返し倶楽部
5697 神　吉　和　重 札幌市
5698 小　島　　　健 幌延ＲＣ
5699 上　田　淳　一 大阪府
5700 平　井　　　努 北海道アイ
5701 上　村　淳　一 チームカズン
5702 国府田　英　之 島ＲＣ千歳
5703 安　田　高　穂 旭川市
5704 木　村　康　信 埼玉県
5705 安　東　繁　宏 埼玉県
5706 出　　　博　之 千葉県
5707 土　蔵　康　司 大阪府
5708 五十嵐　一　也 東京都
5709 遠　藤　良　成 神奈川県
5710 日　高　　　祐 東京都
5711 小　川　康　浩 江別市
5712 井　手　　　真 大濠ランナーズ
5713 玉　井　伸　哉 玉井ＫＩＤＳ
5714 設　永　昌　広 東京都
5715 石　橋　宏　明 豊平ＪＰ
5716 中　島　　　亘 美走　ＲＵＮＮ
5717 徳　本　宏　昭 石川県
5718 中　島　忠　則 函館市
5719 網　干　和　人 ＭＥＧＷＲＣ
5720 冨　塚　忠　夫 福島県
5721 上　杉　延　嗣 Ｎ十二楽走Ｔ
5722 堀　江　良　太 ジョイＦ札幌北
5723 薦　田　　　聡 大阪府
5724 溝　口　　　靖 神奈川県
5725 チャン　レイモンド 大阪府
5726 鈴　木　敬　二 相模原陸協
5727 佐　野　正　樹 室蘭市
5728 田　村　　　彰 京都府
5729 高　橋　正　人 ＲＵＮー札幌
5730 高　橋　喜　昭 Ｎ＆Ｆテクノ
5731 今　道　雄　三 親路ランナーズ
5732 鶴　岡　　　隼 埼玉県
5733 田　口　恵　介 バンコク走遊会
5734 五十嵐　　　晋 室蘭市
5735 吉　田　幸　司 札幌市
5736 新　保　順　司 君津市消防本部
5737 関　田　登志雄 森永乳業
5738 堂　本　　　勲 京都走ろう会
5739 大　川　裕　樹 帯広市
5740 山　本　正　樹 奈良県社労士会
5741 野　呂　篤　志 ＣＥＡ篠路
5742 新　谷　英　史 ほくでんＲＣ
5743 犬　塚　雅　樹 愛知県
5744 金　古　裕　之 釧路赤十字ＲＣ
5745 山　田　佑　介 大野記念病院
5746 村　田　健　一 東京都
5747 但　野　　　優 札幌市
5748 井　尾　　　晃 網走市役所ＲＣ
5749 垣　内　　　孝 ＴＥＡＭ　ＱＷ
5750 山　本　　　聡 札幌市
5751 小　池　中　人 ポポロＡＣ
5752 小　山　圭　介 希遥光組
5753 遠　藤　　　武 ＲＵＮＷＡＶＥ
5754 森　　　弘　次 もりストアー
5755 清　滝　太　喜 安立計器（株）
5756 メ　ユ　ポール 室蘭市
5757 細　川　寛　之 ＴＥＬ
5758 世　古　知　巳 つくねです
5759 永　田　敏　史 東京都
5760 西　川　茂　雄 ＡＲＣ
5761 小　川　正　博 愛知県
5762 中　山　光　弘 札幌陸協
5763 新　井　正　典 札幌市
5764 山　名　愛一郎 風のように走れ
5765 本　荘　拓　人 東京都
5766 小　林　英　雄 高砂陸協
5767 荒　谷　卓　朗 ペップ東川ＲＣ
5768 水流添　直　幸 ベル２４
5769 水　井　清　浩 ＵＨＢ
5770 松　本　　　要 田宮模型
5771 和　田　紘　徳 浦河町
5772 大川原　真　澄 東京都
5773 大　木　浩　之 ニッポンランナ
5774 佐　藤　峰　雄 帯広市

5775 金　丸　　　隼 札幌市
5776 坂　本　晃　浩 東京都
5777 安　食　直　明 神奈川県
5778 梶　浦　　　賢 東京都
5779 鈴　木　和　幸 爆走マイペース
5780 木　村　好　里 古今亭ポテト
5781 藤　原　　　純 わるものＭＧ
5782 高　木　　　潤 江別市
5783 船　木　雅　直 札幌スポ館ＲＣ
5784 谷　　　浩　成 日本縦断還暦Ｒ
5785 友　田　博　美 旭川市
5786 久　米　隆　洋 神奈川県
5787 田　島　一　広 イマキターズ
5788 真　田　明　彦 ランジョグ
5789 新　開　聖　也 和歌山県
5790 岩　崎　健太郎 神奈川県
5791 松　岡　達　也 愛知県
5792 田　淵　修　二 北広島市
5793 滋野井　　　淳 内外Ｅ北海道
5794 川　本　茂　春 神奈川県
5795 柳ヶ瀬　雅　司 （待）走ろう会
5796 赤　前　康　浩 （株）ハンダ
5797 山　縣　良　行 東京都
5798 堀　川　直　記 ＲＡＭＳ－ＪＰ
5799 今　井　　　清 旭川市
5800 若　林　裕　也 札幌市
5801 斉　藤　嘉　春 北海道和光純薬
5802 宮　脇　康　弘 兵庫県
5803 難　波　由　幸 ランジョグ
5804 足　立　篤　志 東京都
5805 宮　本　博　昭 富山陸協
5806 庄　司　　　浩 横浜市陸協
5807 目　黒　淳　美 神奈川県
5808 柏　原　啓　伸 大阪府
5809 北　村　昭　宏 すみだラン倶楽
5810 藤　田　謙　治 苫小牧市
5811 田　中　豊　彦 ＣＦＲびわこ
5812 林　　　友　宏 東京都
5813 仲　本　靖　志 大阪府
5814 藤　田　孝　明 余市町
5815 廣　田　啓　介 ◆ＳＪ剣道部◆
5816 田　中　秀　治 マラソン完走ク
5817 深　尾　　　聡 ＲａｍＡＣ
5818 津　幡　正　樹 札幌陸協
5819 大　谷　末　広 株式会社カネカ
5820 小　野　知　之 株式会社カネカ
5821 門　脇　高　志 ベル２４
5822 遠　藤　一　馬 埼玉県
5823 井　上　賢　治 神奈川県
5824 塩　川　　　崇 長野県
5825 繁　田　徳　彦 東京都
5826 森　谷　徹　志 札幌市
5827 伊　藤　薫　一 東京都
5828 澤　田　　　治 愛知県
5829 菅　原　　　基 札幌市
5830 後　藤　　　僚 東京都
5831 松　本　一　晋 大日本印刷
5832 大　森　　　敬 広島県
5833 津　田　　　学 明治カール３号
5834 菅　原　彰　一 札幌市
5835 藤　原　謙　二 東京都
5836 林　　　太　郎 宮城県
5837 山　本　克　俊 空知陸協
5838 高　橋　　　晃 腰痛ランナー！
5839 木　村　孝　行 島ＲＣ千歳
5840 五十嵐　賢　一 函館走ろう会
5841 吉　田　知　弘 札幌市
5842 徳　田　拓　也 アキランメイツ
5843 図　司　真　文 清水町
5844 角　谷　悟　史 札幌市
5845 石　川　幸　一 ｂｙホリデイ
5846 八重樫　　　悟 茨城マスターズ
5847 飯　泉　　　拳 札幌市
5848 逢　坂　卓　志 函館市
5849 岩　瀬　淳二郎 大阪府
5850 堀　本　成　彦 大阪府
5851 笠　井　将　道 札幌市
5852 小　倉　靖　広 雪印メグミルク
5853 藤　枝　貴　範 札幌市
5854 堀　江　和　弘 愛知県
5855 西　川　幸　一 青森県
5856 深　澤　亮　輔 トヨタカローラ
5857 王　　　春　生 東悟コンサル
5858 佐　藤　　　孝 チームかくて
5859 大　下　　　傑 トヨタレンタ
5860 細　野　正　明 ノベルズ
5861 内　田　俊　哉 北あかりＲＣ
5862 窪　田　正　樹 あかつき歯科
5863 渋　谷　健　二 ｉｒｏｈａｎａ
5864 江　口　和　也 ＫＲＰ
5865 長　瀬　眞　央 札幌市
5866 長　野　　　啓 東急リバブル
5867 石　毛　光　裕 千葉陸連
5868 田　中　慎　也 西高４２
5869 秋　吉　正　人 ＫＯＫＯＲＯ
5870 石　垣　博　美 長野病院
5871 川　上　知　紀 ランアップ
5872 堀　田　知　伸 環状通東整形
5873 谷内田　正　人 札幌市役所
5874 松　山　文　哉 京都府
5875 佐　藤　達　哉 岩手県
5876 松　浦　英　博 札幌市役所
5877 佐　藤　友　紀 千葉県
5878 児　玉　雅　彰 ちとせ
5879 鈴　木　俊　哉 埼玉県
5880 三　輪　　　浩 いび練
5881 高　橋　一　馬 札幌市
5882 神　谷　俊　英 さかなのくに
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5883 小　林　陽　平 クラブＲ２
5884 北　谷　親　司 東京都
5885 別　所　悦　幸 バックス
5886 天　野　高　良 茨城県
5887 大　竹　貴　久 神奈川県
5888 寺　床　史　佳 札幌市
5889 静　谷　孝　弘 札幌市
5890 田　邉　　　仁 神奈川県
5891 花　村　勝　巳 Ｒ２東日本
5892 工　藤　　　駿 札幌市
5893 澤　口　尚　貴 札幌走ろう会
5894 小　川　幸　治 Ｒ２西日本
5895 樫　原　一　郎 女満別ＵＭＣ
5896 青　木　貴　史 札幌市
5897 山　木　　　茂 伊達市
5898 米　林　寛　之 勤医協ランナー
5899 関　口　明　彦 神奈川県
5900 関　　　朗　人 神奈川県
5901 藤　岡　直　樹 千葉県
5921 藤　原　　　貢 アミティ　２
5922 谷　川　浩　二 ＡＳＨＫ　ＲＣ
5923 松　本　成　至 東京都
5924 宮　浦　靖　彦 大阪府
5925 岩　田　英　二 香川県
5926 古　川　敏　和 帯広市
5927 岩　本　裕　樹 群馬県
5928 愛　澤　真　吾 札幌市
5929 寺　嶋　信　之 岐阜県
5930 梁　田　宏　明 サロマンズ
5931 保戸山　英　樹 埼玉県
5932 中　川　喜　靖 札幌市
5933 山　本　光　男 Ｒ２西日本
5934 大　矢　雅　彦 札幌市
5935 波田野　　　宏 東京都
5936 磯　部　伸　一 函館市役所
5937 金　家　晃　典 由仁町
5938 森　　　良　一 恵庭市
5939 四　宮　　　浩 兵庫県
5940 野　口　正　和 千葉県
5941 小　松　　　純 帯広市
5942 巽　　　貞　信 北海道大学
5943 舘　山　隆　広 千歳高等支援
5944 松　永　和　彦 埼玉県
5945 青　木　　　徹 札幌市
5946 藤　永　浩　文 旭川市
5947 坂　上　　　誠 大阪府
5948 飛　彈　則　雄 東京都
5949 武　藤　裕　治 ランフィート
5950 木　村　　　仁 東京都
5951 三　井　寛　人 東京都
5952 竹　島　俊　一 当別町
5953 河　村　孝　治 札幌市役所
5954 向垣内　光　利 大阪陸協
5955 厚　海　英　司 札幌市
5956 奥　田　敏　勝 大阪府
5957 安　藤　勇　治 ビール飲み隊
5958 狩　谷　勇　樹 函館市
5959 石　坂　康　夫 ギャンブラーズ
5960 小　林　憲　治 開発工営社
5961 中　村　暢　希 ＪＨＢ
5962 奥　井　愛　彦 Ｈ４１３ＲＣ
5963 堀　田　　　雅 京都府
5964 佐　孝　一　男 東京都
5965 瀬　井　信　夫 休日の笑人たち
5966 高　木　美　治 北海道日立
5967 松　岡　正　樹 ＲＣワッカ
5968 駒　井　健一郎 札幌光星
5969 木　俣　隆　史 東京陸協
5970 金　澤　　　章 東京都
5971 宮　下　良　弘 ＪＯＹＦＩＴ
5972 千　賀　章　介 ＳＷＡＣ
5973 新　井　和　人 新潟県
5974 鈴　木　　　淳 神奈川県
5975 山　崎　隆　生 大阪府
5976 田　邊　裕　二 輔仁会ＲＣ
5977 倉　沢　佳　樹 丸子駅伝４０ｓ
5978 中　村　英　貴 新ひだか町ＲＣ
5979 稲　毛　　　耕 三幸学園
5980 斎　藤　啓　一 札幌市
5981 管　原　智　文 江別市
5982 斉　藤　保　雄 札幌市
5983 塩　川　朋　久 東京都
5984 八　巻　英　俊 名寄市
5985 井　上　修　治 ＨＫＳ．ＲＣ
5986 品　田　宣　貴 札幌市
5987 本　間　　　隆 ＪＲ石タカＡＣ
5988 川　上　太　志 札幌市
5989 大　木　正　幸 浦幌町
5990 西　川　良　平 滋賀県
5991 千　葉　光　男 新フリーラン
5992 増　子　尊　士 占冠整骨院
5993 西　村　　　啓 札幌市
5994 三　浦　和　弘 東京都
5995 小　西　通　雄 奈良県
5996 平　尾　大　輔 福岡県
5997 矢　作　友　一 千葉県
5998 デソウザ　マルシオ 愛知県
5999 棚　橋　広　光 神奈川県
6000 私　市　和　俊 きさクラブ
6001 斉　藤　悠　太 ひかり健パパ
6002 廣　嶋　　　亨 楽愚駄くらぶ
6003 平　野　敬　純 ＥＮＤＬＥＳＳ
6004 宮　崎　和　英 士別市
6005 北　山　眞　也 札幌市
6006 山　口　祥　也 陸上自衛隊
6007 塩　見　尚　志 エネゲート
6008 日　比　進太郎 神奈川県
6009 佐　藤　　　光 大阪府

6010 山　本　大　輝 神奈川県
6011 垣　副　翔　太 札幌市
6012 吉　岡　真　一 千葉県
6013 田　中　貴　朗 麦酒飲み隊埼玉
6014 田　口　文　章 紅一点ＲＣ
6015 吉　田　龍　司 吉川工業
6016 加葉田　圭　介 ＲＫＳアリーズ
6017 梅　原　貴　利 裏アロハ
6018 関　根　裕　介 東京都
6019 笹　川　淳　一 札個人タクシー
6020 山　崎　英　彰 埼玉県
6021 河　野　真　也 兵庫県
6022 寺　村　友　一 神奈川県
6023 前　田　暢　彦 東京都
6024 頼　田　昌　美 千葉県
6025 宮　内　宣　夫 Ｒ２北海道
6026 阿　部　吉　祥 コムウェア
6027 細　川　敏　雄 神奈川県
6028 石　丸　大　輔 道都化学産業
6029 篠　原　勝　則 大阪府
6030 水　野　英　昭 鳥羽商船高専
6031 島　田　佳　広 東京都
6032 向　井　晃　平 メゾンＨＴＲ
6033 鈴　木　雅　宏 居宅東札幌
6034 平　野　智　彦 ＣＭＣＪ
6035 鈴　木　　　暢 ＨＪＫ
6036 原　　　邦　夫 京都ランナーズ
6037 遠　藤　雅　也 神奈川県
6038 中　谷　純　一 東京都
6039 伊　藤　丹　吾 東京都
6040 古　川　和　浩 多摩サブ３
6041 常　盤　祐　平 滋賀県
6042 栗　原　正　志 長野県
6043 高　垣　昭　和 大阪府
6044 細　井　豊　可 東京都
6045 髙　橋　守　道 大阪府
6046 設　楽　　　明 千葉県
6047 土　居　良　雄 北見市
6048 幡　手　　　勉 早来中学校
6049 岡　本　克　也 札幌市
6050 太　田　洋　介 Ｊランナーズ
6051 岩　城　英　明 道マラソンク
6052 奥　村　翔　吾 千葉県
6053 本　荘　大　和 神奈川県
6054 森　　　敏　隆 釧路市
6055 村　川　秀　仁 滝上町
6056 杉　山　　　長 ポポロＡＣ
6057 加　藤　常　悦 北見市
6058 依　田　浩　明 旭川市
6059 横　井　　　浩 札幌市
6060 松　浦　有　記 東京都
6061 渡　辺　　　成 遊羽クラブ
6062 上　野　起　誉 埼玉県
6063 松　下　知　弘 兵庫県
6064 福　田　俊　之 東京陸協
6065 梅　田　哲　也 屯田ブリザーズ
6066 有　長　光　司 ＪＡ共済総研
6067 近　藤　　　篤 札幌市
6068 青　木　大　地 千葉県
6069 志　賀　優　斗 札幌市
6070 能　塚　敏　之 札幌市
6071 佐　藤　隼　介 札幌市
6072 渡　邉　啓　二 東京都
6073 大　石　忠　臣 札幌陸協
6074 上　畠　　　貢 恵庭市
6075 山　口　琢　実 札幌市
6076 堀　　　靖　樹 夕張市
6077 鈴　木　淳　一 チームみしま
6078 境　　　一　彦 野村證券
6079 鬼　頭　和　幸 愛知県
6080 森　　　　　徹 周桑病院
6081 曽　根　弘　志 Ｊパワー
6082 浜　田　正　人 東京都
6083 野　村　亮　輔 東京都
6084 十　川　翔　太 大阪陸協
6085 落　合　秀　樹 札幌市
6086 岩　崎　達　徳 東京都
6087 近　藤　亨　成 ｅＡ埼玉
6088 石　上　統　也 愛知県
6089 三　浦　友　幸 北海道エネルギ
6090 中　野　　　優 福島県
6091 藤　田　孝　広 神奈川県
6092 土　井　真　吾 ピンクオール
6093 笹　井　裕　之 生駒市陸協
6094 住　岡　達　也 札幌市
6095 石　川　雅　博 はる麦の会
6096 伊　達　範　行 広島県
6097 金　村　　　益 大豊建設
6098 石　井　文　彰 クラブＲ２東
6099 太　田　義　浩 ＳＦＲＣ
6100 小　林　　　智 神奈川県
6101 高　瀬　治　夫 東京都
6102 河　除　俊　幸 京都府
6103 中　島　悠　介 東京都
6104 仲　村　清一郎 京ＲＵＮ走
6105 月　岡　深　志 神奈川県
6106 小野寺　裕　成 作ドットラン
6107 本　好　慶　行 千葉県
6108 鉄　山　大　至 和歌山市消防局
6109 吉　本　教　郎 滋賀県
6110 小　林　則　宏 札幌市
6111 土　場　規　雄 ＴｏｏＲＣ
6112 漆　瀬　　　成 東京陸上協会
6113 藤　田　茂　之 兵庫県
6114 石　田　博　己 住宅改良開発公
6115 水　上　伸　雄 ド－コン
6116 森　田　勝　彦 埼玉県
6117 伊　藤　聖　紀 神奈川県

6118 鈴　木　魁　斗 札幌市
6119 村　上　洋　郎 群馬県
6120 村　上　義　一 千歳市
6121 太　田　健　二 むかわ町
6122 山　本　嘉　嗣 アラルデ
6123 保　母　朝　孝 愛知県
6124 土　田　清　人 ＴｅａｍＴＤＣ
6125 越　川　雅　史 東京都
6126 西　川　賢　弘 宮城県
6127 山　後　　　喬 札幌市
6128 桜　井　政　人 東京都
6129 金　子　　　肇 チームきなり
6130 来　島　邦　男 千葉県
6131 堀　　　展　人 ＢＲＩＳＴＯＬ
6133 鳴　海　裕　二 札幌市
6134 久　保　真　治 札幌市
6135 原　田　敬　史 名鉄カルチャー
6136 渡　辺　得治郎 愛知県
6137 雲　野　　　明 ビールのみ隊
6138 三　藤　孝　則 愛知県
6139 鈴　木　昭　弘 札幌市
6140 大　勝　政　志 札幌市役所
6141 石　田　　　靖 Ｊ－ＰＯＷＥＲ
6142 青　野　佑一郎 ＴＥＡＭ　Ａ
6143 須　田　喬　之 （株）光和
6144 三戸岡　裕　政 岡山県
6145 高　崎　美智広 福岡県
6146 藤　川　　　浩 大阪マスターズ
6147 山　本　卓　司 和歌山県
6148 阿　部　　　勝 札幌市
6149 佐々木　嘉　彦 愛知県
6150 鵜　野　直　樹 神奈川県
6151 茂　呂　親　利 ベロンベロン会
6152 大　塚　祐　史 クラブＲ２
6153 大　山　功　晃 千歳市
6154 奥　田　賢　治 ＲＵＮ‐ＳＯＳ
6155 大　西　航　平 ｅＡ大阪
6156 木　村　秀　幸 札幌市
6157 小　林　与志孝 東京都
6158 宮　崎　卓　磨 ＡＪＩＳ　ＨＯ
6159 石　坂　育　仁 ＯＢＳ
6160 宮　崎　竜　大 イーライリリー
6161 松　浦　英　治 石垣電材ＲＣ
6162 福　島　宏　志 神奈川県
6163 平　岩　　　基 たでのはＲＣ
6164 若　林　秀　樹 帝人
6165 山　本　哲　也 千葉県
6166 藤　吉　　　勉 静岡走ろう会
6167 栃　木　大　志 東京都
6168 郷　家　博　之 東京都
6169 安　藤　淳　志 よねざわ工業
6170 佐　藤　大　睦 ランデザイン
6171 伊　比　美　直 群馬県
6172 冨　岡　充　紀 苫小牧市
6173 小　林　隆　史 走翔
6174 川　津　利　雄 東京都
6175 阿　部　　　崇 ｆｒｕｎ神奈川
6176 太　田　政　宏 東京都
6177 前　田　良　男 クキニＲＣ
6178 金　井　　　出 金太郎ＲＣ
6179 小　野　正　裕 ｅＡ北海道
6180 加　部　吉　拡 あすリードＲＣ
6181 春　山　昭　彦 東京陸協
6182 渡　邊　哲　之 チーム緑ガメ
6183 山　口　明　洋 栃木陸協
6184 前　田　　　晧 赤と黒き血の
6185 平　林　一　訓 千葉県
6186 北　山　栄　造 調布市陸協
6187 長　田　千　尋 ウェルト
6188 盛　岡　義　郎 南蛮ｓｉｄｅＢ
6189 白　方　亨　宗 神奈川県
6190 松　田　　　智 札幌市
6191 及　川　敦　司 新ひだか町ＲＣ
6192 田　中　温　人 鳥取県
6193 佐　藤　志　郎 秋田県
6194 高　橋　厚　志 神奈川県
6195 伊　藤　英　介 川崎市陸協
6196 大　平　隆　志 東京都
6197 栗　原　　　勲 古河渡良瀬ＲＣ
6198 鈴　木　泰　明 ＶＲお友達
6199 村　居　孝　俊 東京都
6200 久　川　凌　生 大阪府
6201 宮　井　敬太郎 札幌スポ館ＲＣ
6202 忠　内　貴　直 神奈川県
6203 鈴　木　裕　介 兵庫県
6204 武　子　雅　仁 ＡＬＢＡ
6205 樫　原　英　俊 夜明け前陸上部
6206 廣　田　哲　也 ＪＲ北海道ＭＣ
6207 東　原　輝　昭 よつ葉乳業
6208 片　山　覚　嗣 株式会社カネカ
6209 呉　　　明　融 株式会社カネカ
6210 宮　坂　一　生 株式会社カネカ
6211 米　谷　　　卓 株式会社カネカ
6212 渋　谷　則　明 群馬県
6214 杉　田　　　伶 東京都
6215 小　柳　亨　信 チームＹＳＫ
6216 梅　木　市　朗 東京都
6217 矢　作　光　広 埼玉県
6218 森　下　健　康 北がんセンター
6219 笹　森　信　明 北広島ＲＣ
6220 杉　野　貞　夫 神奈川県
6221 大　場　満寿夫 東京都
6222 坂　部　孝　二 札幌市
6223 山　本　貴　大 ＡＪＩＳ　ＨＯ
6224 高　橋　正　則 ＩＫＣ北海道
6225 岩　田　　　祥 ＤＮＰグループ
6226 浦　野　幸　司 株ショウエイ
6227 早　川　秀　雄 北見柔術

6228 秋　山　真　彦 鈍亀ランナーズ
6229 西　井　　　健 京都府
6230 見　浪　博　史 クラブＲ２
6231 児　玉　哲　也 札幌市
6232 月　居　大　典 札幌スポ館ＲＣ
6233 平　井　友　之 ファイザー
6234 鎌　田　雅　史 鈍亀ランナーズ
6235 松　田　俊　介 札幌市
6236 三　浦　孝一郎 三浦板金製作所
6237 林　　　　　亨 愛知県
6238 荻　野　　　毅 横森製作所
6239 浅　野　俊　和 岐阜県
6240 春　日　　　修 エスマラソン部
6241 高　橋　良　治 神奈川県
6242 志　賀　雄　一 茨城県
6243 高　橋　英　夫 新得共働学舎
6244 柳　澤　孝　旨 ＺＲＣ
6245 細　川　達　徳 大阪府
6246 古　屋　真　弘 笛吹市陸協
6247 安　倍　靖　明 札幌市
6248 白　鳥　洋　征 札幌市
6249 和　田　俊　明 東京都
6250 青　野　　　禎 東京都
6251 西　谷　直　樹 猫アリエル
6252 櫻　田　直　巳 チームＭＺ
6253 荒　川　和　昭 埼玉県
6254 堺　　　恒　晴 ＮＳＦＴＣＪＣ
6255 山　口　敬　之 札幌市
6256 百　田　孝　行 大阪府
6257 中　村　純　一 東京都
6258 有　里　仁　希 札幌市
6259 平　野　恵　士 太陽生命保険
6260 三　輪　修一郎 東京都
6261 米　田　　　智 愛知県
6262 田　賀　信　雄 厚別区
6263 園　元　　　達 テンシリカＡＣ
6264 本　田　和　敬 熊本県
6265 在　原　洋　平 札幌市
6266 前　野　純　二 千葉県
6267 高　山　　　博 札幌市
6268 濱　多　晃　裕 東京都
6269 北　島　宏　朗 埼玉県
6270 作　原　祐　介 札幌市
6271 加　藤　浩　樹 愛知県
6272 安　達　知　希 Ｐ－Ｂａｙ
6273 佐々木　基　彰 クオーレ事務所
6274 高　橋　　　晋 プリズン旭川
6275 大　谷　晃　司 東京都
6276 西　野　栄　次 兵庫県
6277 石　中　隆　之 藤商事ＲＣ
6278 ロペスジュニア　ヘラクリオ 兵庫県
6279 岡　本　勝　久 滝川ＢＥＥＲＳ
6280 桑　原　智　春 ジェイエスビー
6281 工　藤　賢　司 クラブＲ２
6282 下　村　秀　浩 しもむら電気
6283 星　野　哲　生 日本モレックス
6284 石　川　成　人 ＡＷＦ
6285 桶　川　　　充 日本新薬
6286 川　田　　　仁 三建設備工業
6287 小　西　宏　明 大阪府
6288 橋　本　　　諭 北斗消防署
6289 杉　山　悠　太 千葉県
6290 中　村　昭　則 札幌市
6291 山　中　郁　仁 小樽陸協
6292 蛭　田　正　則 埼玉県
6293 松　田　隆　史 札幌市
6294 佐　藤　敏　行 中村物流
6295 朝　日　みさと スコーレユウ
6296 北　山　　　剛 埼玉県
6297 林　　　宏　之 東京都
6298 吉　村　道　藏 埼玉県
6299 辻　丸　泰　彦 福岡県
6300 平　山　裕　之 サムズ・アップ
6301 佐　藤　　　司 大濠ランナーズ
6302 中　山　正太郎 すばる調剤薬局
6303 高　橋　健　太 札幌市
6304 伊　藤　大　輔 東京都
6305 武　野　純一郎 成田武野事務所
6306 菅　生　　　学 東京都
6307 田　中　穂　積 さいたま走翔
6308 佐　野　博　之 札幌市
6309 鈴　野　浩太郎 東京都
6310 高　橋　　　健 ＴＲＡＣＫ東京
6311 向　　　孝　信 ＲＵＮー札幌
6312 工　藤　大　輔 ＬＦＹＴ
6313 大　谷　　　誠 ラフラフＲＣ
6314 米　谷　貴　行 無所属
6315 餅　原　琢　磨 札幌市
6316 中　尾　新　穂 中尾家
6317 城　丸　　　均 Ｄｅｅｐｅｒｓ
6318 向　原　　　強 ＧＡＮＴＯ８６
6319 野　原　　　晃 野原ＲＣ
6320 櫻　井　貴　之 ＹＲＣ
6321 上　田　昌　資 札幌市
6322 井　上　敬太郎 千葉県
6323 橋　本　　　真 胆振教育局
6324 種　田　　　慶 ＡＷＵ
6325 秋　月　孝　雄 東京都
6326 佐々木　　　洋 札幌市
6327 高　谷　正　彦 兵庫県
6328 吉　田　将　也 仙元山ＲＣ
6329 高　柳　典　弘 琴似駅前内科Ｃ
6330 高　橋　賢　二 札幌市
6331 加　藤　　　敦 マサシナイトＲ
6332 柿　崎　広　次 パナソニック
6333 佐　藤　公　則 札幌市
6334 伊　藤　将　文 旭川市
6335 谷　口　勇　一 北陸税理士会

…日本陸上競技連盟登録競技者
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6336 大　谷　英　行 ブナの森ＲＣ
6337 ウエノ　テツヤ 札幌市
6338 木　村　裕　一 奈良県
6339 宮　下　和　晃 札幌市
6340 生　野　啓一郎 矯正歯科笑顔
6341 青　木　祐　二 クラブＲ２北海
6342 長谷川　　　崇 五小オヤジの会
6343 吉　川　尚　徳 ｆｒｕｎ
6344 齋　藤　　　誠 ＪＲ都市開発
6345 織　田　康　彦 ＣＭＳＣ競走部
6346 小　林　　　大 伊藤園
6347 和　田　　　諭 ダイナックス
6348 及　川　　　円 東京都
6349 古　村　昭　彦 北海道ぎょれん
6350 高　橋　基　毅 ＮＦ
6351 広　瀬　雄　一 ◆Ｒ＆Ｔ◆
6352 中　本　昭　彦 トラック東京
6353 関　根　健太郎 東京都
6354 佐　口　武　史 神奈川県
6355 上　名　正　樹 壮瞥町
6356 佐　藤　岳　大 大雪山ＴＲ
6357 岡　部　達　哉 恵庭中学校
6358 石　川　俊　二 あじさい会
6359 田　中　範　彦 チームリカ
6360 梶　野　光　寛 札幌市
6361 亀　井　　　昇 一和ランナーズ
6362 堀　　　敦　夫 神奈川県
6363 コール　ジャスティン 札幌市
6364 鏡　　　孝　文 かがみ薬局
6365 吉　田　正　一 埼玉県
6366 川　尻　将　大 深川市
6367 大　植　英　明 鎌倉ＦＲＣ
6368 河　野　秀　樹 愛知県
6369 出　村　公　成 石川県
6370 光　村　祐　剛 ＤＯＵＢＬＥ３
6371 岩　倉　　　剛 大阪府
6372 太　田　宏　紀 札幌市
6373 矢　野　雅　博 千葉県
6374 西　尾　悠　介 えにわ病院
6375 日　高　　　悠 釧路市
6376 本　多　勝　也 東京都
6377 中　田　修　裕 静岡陸協
6378 山　中　啓　司 神奈川県
6379 栗　原　　　清 東京都
6380 久　保　秀　郎 福岡県
6381 山　下　祐　樹 久光製薬
6382 藤　池　輝　和 Ｈ．ＲＵＮ友会
6383 高　田　　　馨 旭川市
6384 水　谷　雅　之 ＲＵＮ－札幌
6385 平　田　誠　治 札幌市
6386 増　子　貴　一 札幌市
6387 光　成　佑太郎 苫小牧市北光小
6388 二　川　暢　之 徳島県
6389 榎　本　智　支 ｅＡ東京
6390 織　田　正　裕 福岡県
6391 長　尾　大　介 エンジェルス
6392 中　川　賢　二 愛心メモリアル
6393 飯　塚　仁　康 奈良県
6394 佐　藤　正　記 札幌市
6395 森　本　国　寿 朝日新聞社
6396 かとう　ひろし 札幌市
6397 佐　藤　雅　矩 札幌市
6398 小　林　隆　行 札幌市
6399 新　見　隆　行 群馬県
6400 田　沼　純　雄 小泉道場
6401 日　野　　　昇 苫小牧気分走会
6402 飯　田　隆　志 江差町
6403 行　平　雅　彦 愛知県
6404 金　田　美　治 茨城県
6405 中　野　智　史 Ｃ・Ｍ・Ｆ
6406 松　本　和　雄 旭川市
6407 堀　　　哲　郎 札幌市
6408 岸　本　利一郎 札幌市
6409 魚　津　慈　和 イーライリリー
6410 新　谷　健　二 恵庭市
6411 長　縄　　　歩 札幌市
6412 青　山　佳　正 大分
6413 山　田　真　吾 稚内市
6414 江　草　僚　介 千葉県
6415 榊　　　貴　祐 チームみる
6416 廣　末　晃　之 熊大ＯＭＳ
6417 鹿　又　康　則 ＮＴＴアカシア
6418 浅　野　　　淳 Ａｌｒａｉｃａ
6419 竹　内　三知夫 竹内印刷陸上部
6420 北　林　幸　次 函館走ろう会
6421 合　田　浩　朗 余市町
6422 荻　原　俊　敬 埼玉県
6423 道　下　　　徹 札幌市
6424 高　柳　一　寿 スマイリー
6425 太　田　克　浩 室蘭市
6426 鈴　木　基　弘 キングペリカン
6427 佐　藤　隆　司 キヤノン走友会
6428 倉　重　　　勲 札幌禎心会病院
6429 贄　田　　　正 ＵＰＷＩＮＧＳ
6430 上　沢　大　作 東京都
6431 田　中　宏　典 神奈川県
6432 上　坂　貴　洋 札幌市
6433 下川原　昌　勝 北海高松竹谷塾
6434 福　井　武　宏 東京都
6435 田　原　　　誠 鹿児島県
6436 福　島　正　晃 福島クリニック
6437 福　島　由紀夫 福島クリニック
6438 五十嵐　俊　次 千葉県
6439 恒　松　　　浩 株式会社ＨＵＢ
6440 中　村　佳　史 札幌市
6441 小　黒　功太朗 函館五稜郭病院
6442 関　　　洋　晃 茨城ランナーズ
6443 土　屋　暢　夫 サンゴバン

6444 山　下　　　亮 福岡県
6445 古　市　剛　久 道マラソンク
6446 石　山　承　昊 ほくに
6447 山　元　浩　一 新ファミＲＣ
6448 髙　橋　鉄　也 埼玉県
6449 井　口　弘　之 帯広市
6450 竹　内　隆　三 三重県
6451 高　塚　　　弘 北海電工ＲＣ
6452 中　野　剛　治 東京都
6453 花　家　保　宏 大阪府
6454 蝦　名　利　彦 ナイアガラ
6455 渡　辺　佳　夫 ならスポ
6456 市　井　智　幸 大阪陸協
6457 門　脇　憲　司 枝幸ランナーズ
6458 吉　川　浩　平 ＡＷＵ
6459 杉　本　　　久 神奈川県
6460 茅　根　伊知郎 ｔｅａｍ山猿
6461 犬　尾　宏　樹 佐賀県
6462 喜　多　　　進 喜多組
6463 肥田野　郁　夫 札幌市
6464 小　沢　則　夫 長野県
6465 高　須　一　心 東京都
6466 林　田　圭　史 札幌市
6467 浜　野　正　幸 カレー部
6468 スミス　カ　イ 東京都
6469 今　村　大　祐 札幌市
6470 松　田　広　一 宮崎市陸協
6471 上　杉　竜　馬 福岡県
6472 松　野　雅　倫 札幌市
6473 中　村　幸　司 神奈川県
6474 小　原　　　理 弘前公園ＲＣ
6475 吉　田　賢二郎 大阪府
6476 小　島　史　資 札幌市
6477 森　　　靖　信 東京都
6478 安　藤　慎　吾 札幌市
6479 江　本　　　剛 兵庫県
6480 松　本　善　之 北大ホッケー
6481 廣　見　卓　哉 東京都
6482 中　山　　　仁 北海道開発局
6483 浅　見　文　男 のっぽりあん
6484 斗　内　吉　勝 札幌市
6485 奈良平　　　努 青森県
6486 高　谷　浩　一 道央陸協
6487 三　上　貴　光 帯広工業高校
6488 川　端　智　之 東京都
6489 猿　渡　和　徳 ガモウ北海道
6490 原　田　康　浩 北見市
6491 堀　本　浩　平 札幌医大皮膚科
6492 三　代　一　徳 茨城県
6493 小　林　雅　司 ＪＡ共済連
6494 稲　垣　哲　哉 東京都
6495 眞　鍋　明　義 銀桜ＲＣ
6496 川　島　俊　介 札幌市
6497 赤　平　康　之 リスタート
6498 道　鎮　明　晴 札幌市
6499 保　科　秀　明 旭川市
6500 山　崎　和　也 農改石狩北部
6501 中　村　太　祐 苫小牧市
6502 竹　薮　　　番 札幌市
6503 皆　川　達　哉 埼玉県
6504 杉　野　秀　昭 ザ・スペース
6505 小　端　弘　稔 下水道資源公社
6506 眞　柄　智　博 メロンパン
6507 株　崎　和　弘 埼玉県
6508 小　倉　芳　晴 日本ハウズイグ
6509 福　嶋　邦　章 豊通ジョギング
6510 松　本　　　毅 日本新薬
6511 秋　山　正　彦 上郷ジョグ
6512 櫻　澤　一　人 江別市
6513 馬　渕　千　春 京都府
6514 山　上　貞　人 神奈川県
6515 池　田　靖　成 愛知県
6516 更　科　研　二 ＮＴＴネクシア
6517 紅　露　伸　司 ＳＡＭ－Ｍ＆Ｓ
6518 小　島　敬　大 埼玉県
6519 田　岡　　　靖 大阪府
6520 西　　　圭一郎 帯広市
6521 渡　邊　琢　也 千葉陸協
6522 佐々木　俊　浩 エスティ
6523 岡　　　裕　人 栃木県
6524 西　村　浩　一 兵庫県
6525 水　落　祐　二 東京都
6526 益　井　伸　也 グッジョブ
6527 大　光　暢　哉 チームへべれけ
6528 山　本　竜　也 大阪府
6529 安　井　　　功 ＨＲ－Ｒ
6530 眞　下　修　二 ＳＯＣ走友会
6531 牧　野　和　義 寿会
6532 岩　槻　拓　真 兵庫県
6533 中　北　晋　史 東京都
6534 原　田　良　一 ＳＣＲ
6535 石　山　恵　一 神奈川県
6536 本　間　理　央 札幌市
6537 榎　　　謙一朗 東京都
6538 小　林　一　宏 札幌市
6539 中　俣　良　太 千葉県
6540 西　尾　正　男 愛知県
6541 高　田　敏　夫 福岡県
6542 西　田　　　隆 東京都
6543 松　本　和　久 札幌市
6544 倉　本　　　岳 大角チャンネル
6545 進　藤　　　修 室蘭市
6546 山　口　紀　和 埼玉県
6547 小　木　久　生 大阪府
6548 舩　倉　敏　彦 広島県
6549 坂　本　豊　一 みずほ台ＲＣ
6550 由　井　　　徹 チーム車座
6551 鈴　木　賢　治 神奈川県

6552 角　田　誠　司 大阪陸協
6553 高　橋　義　富 ほく●んＲＣ
6554 折　坂　昭　寛 北海道新聞社
6555 横　田　誠　嗣 中標津十二楽走
6556 渡　部　　　学 秋田県
6557 上　田　亮　平 兵庫県
6558 小　林　　　悟 島根県
6559 柴　野　　　隆 苗穂ＭＣ
6560 高　沖　秀　宣 三重県庁ＡＣ
6561 鈴　木　康　之 札幌市
6562 大　友　雄　介 大友歯科
6563 小野寺　良　孝 札幌市
6564 加　藤　幸　俊 神奈川陸連
6565 加　藤　秀　人 ＡＰランナーズ
6566 龍　口　　　太 サムズ・アップ
6567 本　村　哲　久 おおみや整形
6568 矢　尾　和　三 大阪府
6569 齊　藤　雅　則 ＬＯＶＥＣＲＣ
6570 沖　　　晃　充 東京都
6571 近　藤　圭　司 札幌市
6572 藤　尾　章　太 ◯８倶楽部
6573 宇　野　文　人 札幌市
6574 高　木　勇　希 らくまかＡＣ
6575 糸　納　正　樹 滋賀県
6576 小笠原　淳　一 神奈川県
6577 木　戸　正　治 国士無双２
6578 山　本　玲緒奈 ザ・スペース
6579 木　村　彰　夫 東京都
6580 山　田　敬　一 ＴＬＪ
6581 支　倉　　　優 宮城県
6582 徳　冨　義　則 北海道信用金庫
6583 川　村　　　守 走れマモル！
6584 青　木　　　計 株セイナン
6585 本　城　啓　史 神奈川県
6586 別　府　秀　徳 ガラタン
6587 所　　　秀　和 釧路市
6588 荻　野　和　也 マルホ
6589 高　本　浩　孝 株式会社ヒカリ
6590 市　村　恭　男 東京都
6591 杉　田　丈　治 千葉県
6592 北　村　好　則 富良野市
6593 吹　越　昭　文 札幌市
6594 堀　田　　　亮 Ｒｙｏｓｐｅｃ
6595 和　泉　孝　一 岡山陸連
6596 齊　藤　　　務 函館青柳中学校
6597 石　津　豪　一 旭川市
6598 佐々木　善　一 千葉県
6599 濱　下　直　仁 涼しいまちＲＣ
6600 建　野　将　太 アキタカＲＣ
6601 原　　　辰　幸 茨城県
6602 鈴　木　明　文 ＥＣＯＰＡ袋井
6603 米　嶋　和　弘 川崎市陸協
6604 中　山　弘　之 神奈川県
6605 水　町　貴　諭 斗南病院
6606 中　山　晃　嘉 ＡＬＯＨＡ
6607 吉　沢　　　純 ＡＬＯＨＡ
6608 東海林　　　孝 ＡＬＯＨＡ
6609 川　口　靖　利 チーム鬼軍曹
6610 伊　東　茂　昭 札幌市
6611 酒　井　伸　幸 ＳＥＡＣ
6612 武　舎　俊　晃 千葉県
6613 石　井　通　雄 東京都
6614 西　本　真　明 大阪府
6615 田　口　範　幸 明和ＡＣ
6616 針　生　圭　將 宮城県
6617 勝　藤　雄　二 大分ＵＭＣ
6618 髙　橋　良　太 札幌市
6619 中　谷　真　久 札幌市
6620 白　井　淳　二 稚内市役所
6621 坂　本　光　弘 幌延町
6622 鈴　川　智　信 京都府
6623 岩　井　千代志 函館市消防本部
6624 田井中　　　宏 えとうラン
6625 青　木　祐　太 帯広市
6626 大　石　幸　二 旭川市
6627 浅　野　謙　司 美幌町ＲＣ
6628 佐　野　元　彦 Ｑｕｉｚ
6629 秋　山　大　介 大阪府
6630 松　村　　　剛 大阪刀根山ＭＣ
6631 川　渕　智　文 大阪府
6632 酒　匂　明　彦 神奈川県
6633 久　野　泰　資 愛知県
6634 浜　野　拓　治 兵庫県
6635 山　崎　康　幸 ９９９ＡＣ旭川
6636 佐　藤　公　彦 ナイアガラＭＣ
6637 須　藤　靖　弘 麦酒倶楽部
6638 阿　部　敏　和 明星電気商会
6639 浜　端　哲　也 ＨＵＳＫＩＥＳ
6640 山　口　晃　弘 恵庭市
6641 沢　田　海　彦 日野自動車
6642 外　崎　貴　之 恵庭市
6643 田　中　靖　士 ＲＵＮＢＥＥＲ
6644 池　田　省　吾 チームみしま
6645 須　貝　　　海 札幌市
6646 中　村　　　亮 札幌市
6647 中　野　達　也 ＨＲ－　Ｒ
6648 大　田　淳　一 ほくやく
6649 大　沼　栄　一 札幌市
6650 梶　原　康　平 函館市
6651 清　水　　　博 ８ＦＡ
6652 和　泉　正　希 ＴＥＡＭ－Ｇ
6653 光　本　　　徹 埼玉県
6654 山　田　和　宏 兵庫県
6655 斉　藤　孝　志 鷹栖町
6656 足　立　顕　哉 阿見ＡＣ
6657 阿部島　直　哉 ＫＲＣ
6658 高　本　武　士 札幌市
6659 加　藤　哲　也 愛知県

6660 高　井　　　望 旭川市役所
6661 菊　本　　　修 瑛琴クラブ
6662 山　本　秀　敏 株式会社ヒカリ
6663 木　村　克　郎 阪和ライナーズ
6664 坂　本　祐　太 東京都
6665 地　崎　淳　宏 アイケン
6666 古　館　達　生 麦酒倶楽部
6667 小　倉　弘　彰 東京都
6668 宮　本　慎　也 ちゃん
6669 宗　像　孝　文 アズーリ
6670 南　　　　　薫 京都府
6671 松　本　羊　宏 札幌市
6672 今　泉　　　浩 オーリンゲン
6673 下　地　　　力 愛知県
6674 笠　井　健　吉 ｕｎｍ．ｎｍ
6675 内　海　昭　悦 愛知県
6676 宇　田　恭　史 大阪府
6677 片　野　雄　介 奈良県
6678 金　子　勝　彦 清須ＲＣ
6679 渋　谷　俊　之 札幌陸協
6680 黒　田　　　誠 神奈川県
6681 柳　　　昌　快 千葉県
6682 伊　藤　卓　也 稚内市
6683 俵　山　　　明 山口県
6684 林　　　洋　辰 大阪府
6685 大　場　慎　也 音更町
6686 村　上　　　豊 恵庭ＲＣ
6687 千　葉　大　輔 小野薬品
6688 孟　山　英　起 ＪＯＧＲＩＣＨ
6689 山　本　賢　二 登別市
6690 能　勢　和　幸 東京都
6691 鈴　木　弘　章 ｕｓａｍｉＲＣ
6692 藤　井　英　雄 東京都
6693 福　田　　　亮 東京都
6694 高　橋　昇　吾 東京都
6695 黒　澤　　　豊 栃木市役所
6696 先　名　輝　彦 雨竜町
6697 森　　　雄　大 かまかすＲＣ
6698 坂　本　秀　彦 日産自動車
6699 牟　田　征　平 ＳＡＶＯＬＮＡ
6700 武　田　吉　正 黒松内
6701 寺　本　裕　也 札幌市
6702 川　代　義　史 八雲総合病院
6703 山　川　将　志 音更町
6704 加　藤　修　太 ＣＩＭ
6705 小　堀　健　司 ＹＧＲＣ
6706 川　合　康　太 東京都
6707 仁　平　昌　和 東京都
6708 下　川　徹　也 佐賀県
6709 大　橋　　　玲 札幌市
6710 吉　村　圭　司 長野県
6711 原　谷　　　勤 福岡県
6712 横　山　　　徹 相模走ろう会
6713 佐　藤　正　紀 栃木県
6714 田　中　一　要 青森県
6715 鎌　田　孝　樹 秋田あとむＲＣ
6716 深　谷　幸　寛 愛知県
6717 田　中　順　一 町立中標津病院
6718 村　田　嘉　則 福岡県
6719 今　紺　拓　実 網走信用金庫
6720 服　部　圭　祐 ＳＲＨ２０１５
6721 村　上　雅　彦 大阪府
6722 辰　田　章　人 さくらんぼ会
6723 白　木　孝　一 東京都
6724 水　野　勝　成 奈良県
6725 清　水　奏　太 札幌市
6726 佐　藤　　　流 小金井製作所
6727 今　井　　　豊 東京都
6728 山　口　純　也 東京都
6729 東　川　健　一 奈良県
6730 田之上　真　一 マコト動物病院
6731 佐　藤　英　樹 釧路市
6732 上　田　　　敦 ＭＳＤ株式会社
6733 小　林　朝　日 千葉県
6734 太　田　道　夫 寿スポーツ会
6735 氏　家　央　賀 立教陸上同好会
6736 宮　本　昭　一 東京都
6737 磯　貝　晃　一 開発調査研究所
6738 大　橋　慶　太 東京都
6739 子出藤　　　優 神奈川県
6740 牟　田　貴　宏 木材開発
6741 浅　野　知　樹 幸誠電設
6742 中　森　英　行 Ｒ２西日本
6743 出　田　欣　宏 ブルーミング
6744 岡　田　正　博 マルショウ工機
6745 石　井　大　統 札幌市
6746 相　馬　和　徳 札幌市
6747 髙　橋　寿　朝 札幌市
6748 鵺　野　隆　治 札幌市
6749 諸　江　政　博 千歳市
6750 座喜味　太　一 卓球クラブ
6751 市　村　　　健 函館医師会病院
6752 長　嶺　慶　明 中標津町
6753 富　田　達　也 ジョグリッチ
6754 内　野　慎太郎 サン・フタバ
6755 大　浦　拓　也 東京都
6756 佐々木　　　巧 福岡県
6757 島　崎　　　司 茨城県
6758 更　科　岳　大 旭川市
6759 鳴　海　英　睦 チームゆら
6760 沢　登　功　一 千葉県
6761 遠　藤　達　雄 東京都
6762 宇賀村　　　宏 東京都
6763 篠　　　昭　裕 東京都
6764 福　田　大　揮 京都府
6765 子　安　真　吾 ｍｅｉｊｉ
6766 末　崎　康　弘 三重県
6767 辻　野　裕　信 大阪府

…日本陸上競技連盟登録競技者
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6768 森　　　章　一 低温研
6769 中　田　基　文 兵庫県
6770 宮　崎　忠　雄 ゆるジョグ
6771 稲　葉　太　朗 東京都
6772 杉　浦　　　徹 札幌市
6773 阿　部　周　平 クラブＲ２東北
6774 嘉古田　信　雄 愛知県
6775 吉　本　　　浩 味の素（株）
6776 中　岸　裕　貴 自衛隊
6777 大　平　　　達 よいぷ
6778 藤　井　勇　樹 茨城県
6779 岡　本　純　司 一村産業
6780 廣　田　至　夫 東京都
6781 金　井　拓　哉 兵庫県
6782 首　藤　拓　郎 花王株式会社
6783 山　本　直　樹 愛知県
6784 平　林　裕　司 ＴＭＥＩＣ
6785 池　内　　　忠 青森県
6786 志　岐　敏　男 千葉県
6787 秋　元　正　人 札幌市
6788 水　野　　　学 水野自転車店
6789 増　山　　　研 札幌市
6790 古　谷　祐　二 南足柄市陸協
6791 岡　　　裕　史 札幌市
6792 岡　本　辰　也 神奈川県
6793 田　所　真　一 東京都
6794 吉　宗　俊　哉 東京
6795 東　　　淳　一 桑園走友会
6796 上　杉　浩　敏 チームはっさく
6797 服　部　通　幸 群馬県
6798 戸子台　弘　一 新ひだか町
6799 宮　本　タ　オ 札幌市
6800 島　田　由　隆 大阪府
6801 吉　川　益　弘 マラソン文化研
6802 鳴　河　洋　二 空と山と温泉と
6803 宮　田　弘　文 愛知県
6804 上　野　賢　二 東京都
6805 池　田　　　真 協和キリン
6806 西　野　　　浩 坂本塾
6807 坂　本　和　明 神奈川走ろう会
6808 塚　本　憲　一 東京都
6809 中　島　　　学 ７特２大隊
6810 杉　貴　耕太郎 神奈川県
6811 山　崎　勝　広 ＭＨＩＥＣ
6812 上　松　友　和 ジェーシーアイ
6813 長　尾　祐　輔 北海道教育庁
6814 秋　吉　翔　太 九州工業大学
6815 田　中　敬　英 札幌市
6816 道　下　秀　樹 横浜ＡＣ
6817 田　中　寅　巳 ６５ｂａｓｅ
6818 杉　山　敏　郎 神奈川県
6819 見　田　昌　司 札幌市
6820 江　木　慎　司 福岡県
6821 力　田　拓　磨 倶知安町
6822 小　畠　貴　志 東京都
6823 小野川　　　浩 東京都
6824 岸　本　和　大 ＳＤＦ札幌病院
6825 後　藤　　　崇 まるらん
6826 工　藤　博　文 北広島市
6827 高　橋　茂　生 祐徳薬品工業
6828 佐　藤　　　任 函館市
6829 光　野　　　豪 Ｐ－ｗｏｓＨ
6830 山　下　博　史 ＥＬＦ
6831 谷　田　隼　也 広島県
6832 高　野　純　輝 東京都
6833 木　戸　章　之 神奈川県
6834 齋　藤　勇　治 こんにちわ～く
6835 長　嶺　尚　之 沖縄県
6836 高　橋　茂　幸 村山ＡＣ
6837 草　野　雅　則 兵庫県
6838 入木田　伸　史 愛知県
6839 深　堀　清　一 福岡県
6840 藤　岡　　　高 こころう
6841 佐々木　勇　太 北広島市
6842 須　藤　昭　彦 福岡県
6843 中　村　元　一 ＷＡＪＡ
6844 小　松　次　一 第一生命Ｇｐ
6845 伊　藤　圭　司 走れマモル
6846 中　野　利　博 佐久市民
6847 川　村　昇　司 ｆｒｕｎ
6848 小　林　晴　夫 こばやしＶＥＴ
6849 永　幡　　　肇 ルフト
6850 勝　又　宏　治 須山はやし
6851 橋　本　圭　司 札幌市
6852 大　貫　智　之 セイチーズ
6853 堀　尾　邦　彦 ほりお接骨院
6854 牧　　　善　之 東京都
6855 坂　田　智　浩 橋本ＲＣ
6856 對　馬　凜　久 函館市
6857 一　島　雅　士 沖縄県
6858 近　藤　敬　司 ねっとらん札幌
6859 櫻　井　　　崇 宮城県
6860 大　野　明　彦 青梅陸協
6861 田　中　祥　介 高槻市陸上競技
6862 古　川　　　守 東京都
6863 高　橋　　　寛 道新八軒
6864 山　崎　　　恒 ルート６６
6865 今　野　　　満 ほくでん走遊会
6866 佐　野　元　紀 じょうてつ
6867 安　達　裕　章 神奈川県
6868 高　橋　勇　棋 苫小牧市
6869 田　中　　　充 ＣＲ２中日本
6870 後　　　利　彦 京都府
6871 西　股　　　茂 札幌スポ館ＲＣ
6872 深　澤　知　広 東京都
6873 樋　渡　浩　一 じょうてつ
6874 斎　藤　泰　寿 愛知県
6875 兵　藤　博　昭 小樽兵藤歯科

6876 原　　　正　之 大阪府
6877 馬　場　義　昭 ＢＦＣ
6878 岡　本　拓　也 埼玉県
6879 榎　本　和　光 キョクイチＲＣ
6880 三　宅　洋　史 神奈川県
6881 中　保　一　麻 阪神タイガース
6882 品　田　尚　宏 中京クラブ
6883 冨　所　広　明 東京都
6884 安　田　好　徳 札幌市
6885 森　尾　英　俊 大日本印刷
6886 斉　須　真　二 中標津十二楽走
6887 神　田　二　郎 東京都
6888 斎　木　良　太 にしむら薬局
6889 鈴　木　峰　一 日立
6890 谷　口　正　人 東京都
6891 福　間　正　文 （株）イリア
6892 長谷川　　　卓 損保料率機構
6893 櫛　井　秀　幸 じょうてつ
6894 元　山　敏　志 鹿児島県
6895 鳴　島　弘　之 ＯＫ２
6896 益　田　岳　司 ｒ２
6897 富　樫　伸　介 赤井川村
6898 岸　田　幸　也 滝川羊蹄会
6899 武　田　　　貴 神奈川県
6900 堀　江　公　康 東京局藤沢署
6901 小　原　明　生 兵庫県
6902 五十嵐　　　徹 札幌市
6903 横　田　勝　美 赤レンガ走友会
6904 三　井　弘　巳 ＨＴＫ
6905 佐　伯　浩　幸 株式会社カネカ
6906 武　井　成　浩 東京都
6907 寺　西　豊　彦 キリン堂
6908 杉　島　秋一郎 奈良県
6909 大　塚　　　峰 札幌市
6910 長谷川　太　郎 神奈川県
6911 浜　田　寿　志 サムズ・アップ
6912 稲　垣　良　博 北開水工釧路
6913 大　崎　陽　一 広島県
6914 守　屋　秀　俊 ラン・でぶ～
6915 風　　　敦　博 チームぐわあ
6916 成　田　　　優 株）Ｎ・リーフ
6917 伊　藤　孝　仁 東京都
6918 伊　藤　昭　彦 京都府
6919 吉　永　浩　一 三角山走友会
6920 須　藤　和　也 札幌市
6921 井　上　隆　之 出光興産徳山
6922 石　原　守　雄 株式会社カネカ
6923 加　木　　　宏 株式会社カネカ
6924 松　本　吉　正 株式会社カネカ
6925 南　　　直　浩 株式会社カネカ
6926 高　橋　直　樹 （株）セコマ
6927 古　見　宗一郎 東京都
6928 秋　山　光　弘 神奈川県
6929 山　本　浩　司 愛知県
6930 大　村　次　春 京都府
6931 木　村　雅　也 千葉県
6932 高　雄　文　信 東京都
6933 岩　橋　康　治 埼玉県
6934 森　　　　　徹 つうけんＧ
6935 當　瀬　規　嗣 札幌医科大学
6936 細　川　一　義 札幌市
6937 南　川　克　博 福岡県
6938 神　成　隆　義 ＵＲＣ　札幌市
6939 石　塚　裕　介 クラブＲ２北海
6940 田　中　章　裕 千葉県
6941 津　田　雄　大 出光ＣＳＲＣ
6942 佐　野　吾　朗 春日井市
6943 加　連　之　智 広島県
6944 高　橋　　　徹 ハイブリッジ
6945 高　氏　　　昇 神奈川県
6946 竹　田　正　義 広経大クラブ
6947 山　本　達　也 江別市
6948 南　出　哲　男 ナンちゃんＲＣ
6949 滝　澤　　　敦 東京都
6950 新井田　裕　真 松前消防署
6951 赤　塚　主　宗 長崎県
6952 今　橋　栄次郎 札幌市
6953 小　口　博　則 愛知県
6954 和多田　秀　一 福井県
6955 宮　原　賢　治 東京都
6956 菅　野　幹　雄 東京都
6957 朝比奈　寿　之 東京都
6958 宮　地　伸　晃 神戸市陸協
6959 虻　川　雅　基 札幌医大病院
6960 北　村　雅　昭 ＡＢＢＶ
6961 長　濱　宏　史 札幌医大
6962 安　藤　正　樹 千葉県
6963 山　岸　　　猛 ＴＫＧ
6964 阿　部　謙　一 札幌市
6965 山　田　将　平 岐阜県
6966 浜　田　弘　巳 コドモックル
6967 品　川　真一郎 函館市
6968 小野寺　一　彦 帯広市
6969 安　達　　　暢 岡山県
6970 土　門　敬　幸 りょうまかれん
6971 山　手　雄一郎 東京都
6972 齋　藤　圭　介 札幌市
6973 高　橋　太　郎 静岡県
6974 小　林　直　樹 ＣＣさくらＲＣ
6975 五　島　義　人 函館市
6976 本　田　雅　人 パナソニック
6977 河　合　博　史 愛知県
6978 伊　藤　恭　徳 東芝インフラ株
6979 北　島　　　太 置戸町走ろう会
6980 三　木　秀　宗 ヒロ通商
6981 草　島　光　雄 札幌市
6982 神　蔵　博　政 明治ＦＮ
6983 南　　　光　昭 南クリニック

6984 深　澤　亮　一 エース
6985 福　井　豊　一 ＮＴＴアカシア
6986 北　沢　祥　一 室蘭市
6987 柳　内　　　充 札幌市
6988 吉　田　敏　之 （株）松本組
6989 田　中　晴　彦 チームイッポ
6990 小　松　憲　一 るなさん
6991 釜　澤　藤　親 北海道Ｍ　Ｃ
6992 三　上　栄久夫 チームあのん
6993 鷲　足　昌　俊 札幌市
6994 高　橋　友　樹 ナカジマ薬局
6995 遠　藤　　　剛 エスマラソン部
6996 安　藤　寿　夫 愛知県
6997 柴　田　尚　之 札幌市
6998 伊　藤　幸　彦 第一三共
6999 谷　嶋　真　行 北海道新聞社
7000 高　橋　伸　哉 札幌市
7001 菅　原　志　延 北海道開発局
7002 牧　木　一　義 東京都
7003 藤　代　執　倫 千葉県
7004 徳　山　賢　一 東京都
7005 菅　野　勇　紀 札幌市
7006 和　田　　　学 あっくんちゃん
7007 脇　屋　海　渡 ＨＢＡＲＣ
7008 津　山　雄　司 札幌市
7009 高　橋　一亜希 ＳＤ北見
7010 掛　見　　　努 大阪府
7011 井　上　健太郎 ファイザー
7012 勝　田　俊　輔 神奈川県
7013 藤　井　健太郎 神奈川県
7014 根　岸　邦　仁 埼玉県
7015 吉　田　心　也 ＪＲＦＫ
7016 吉　田　雅　弘 横浜市陸協
7017 竹　谷　修　治 建設物価ＪＪＣ
7018 田　中　正　史 兵庫県
7019 萩　原　宏　尭 ＷＰ
7020 花　田　拓　海 東京都
7021 秋　田　孝　史 大阪府
7022 阿　部　正　徳 Ｈ．Ｔ．Ｋ
7023 山　田　博　之 札幌市
7024 西　　　英　司 ＲＵＮ－札幌
7025 桑　島　　　洋 富良野市役所
7026 盛　永　吉　広 千葉県
7027 高　橋　義　詔 グッジョブ
7028 中　河　和　人 室蘭市
7029 野　倉　士　敬 札幌市
7030 紺　野　智　一 札幌市
7031 青　砥　修　一 幕別町
7032 高　松　悟　志 ＴＢＤ
7033 黒　川　真　道 東京陸協
7034 対　馬　憲　仁 Ｒ２北海道
7035 岡　部　謙　一 北見はしろう会
7036 佐　藤　　　功 ＭＨＩ相模物流
7037 髙　橋　達　也 札幌市
7038 中　島　良　平 東京都
7039 高　崎　　　大 凸版印刷
7040 宮　本　孝　志 石川県
7041 井　上　浩　一 神奈川県
7042 藤　田　竜一郎 小樽市
7043 佐々木　　　剛 ＦＡＲＭ
7044 中　村　吉　明 金魚
7045 坂　本　宗　慶 札幌市
7046 本　田　皓　大 コンサポの本田
7047 山　田　大　介 江別市
7048 丸　山　壮　史 五輪橋マタニテ
7049 森　山　佳　和 埼玉県
7050 和　泉　恭　也 室蘭市
7051 古　賀　敬　浩 札幌市
7052 吉　川　　　修 ヤリスクロス
7053 小山内　信　也 ＬＩＸＩＬ
7054 高　本　嗣　久 京都府
7055 瀧　　　勝　明 石狩市
7056 石　田　守　也 トウデンアオモ
7057 木　所　鉄　兵 北ガスジェネッ
7058 児　玉　俊　一 兵庫県
7059 奥　田　篤　志 鹿島建設
7060 長　尾　豊　孝 東京都
7061 高　木　忠　雄 クラブＲ２
7062 清　水　幸　博 大阪府
7063 北　澤　慎之介 ＮＲＣ
7064 滝　沢　信　喜 小樽市
7065 鈴　木　広　樹 北大ホッケー
7066 北　川　隆　史 滝川市
7067 安　田　孝　博 北海セーフティ
7068 神　田　博　彰 神奈川県
7069 加　賀　雄　喜 ソニー生命
7070 森　　　哲　郎 走れ胃ロス
7071 大　木　宏　亮 大阪府
7072 宮　崎　淳　一 ＡＯＩＲＣ
7073 田　井　雄　介 中富良野町
7074 山　門　　　徹 大阪府
7075 箕　浦　秀　樹 東京都
7076 長　村　直　樹 大阪陸上連盟
7077 粟　田　浩　史 アミノバリュー
7078 林　　　徹　昭 旭川市
7079 黒　川　正　人 さくら苑
7080 大　倉　　　浩 日北交通
7081 大　渕　栄　作 東京都
7082 佐　藤　栄　吉 ひまわりＰ
7083 野　沢　英　司 東京都
7084 中　山　　　映 パナマ走友会
7085 三　倉　照　一 （株）サン技建
7086 木　村　浩　幸 北あかりＲＣ
7087 関　　　建　久 北見市
7088 島　村　直　樹 埼玉県
7089 宮　口　哲　夫 東京都
7090 中　野　達　郎 神奈川県
7091 成　田　孝　千 旭川市

7092 原　　　幸　弘 大塚製薬
7093 荻　野　直　人 ＳＨＥＬＬ
7094 清　水　敏　昭 札幌市
7095 松　村　憲　男 ランニングマン
7096 山　田　祥　吾 千歳酔いどれ
7097 天　下　義　幸 札幌市
7098 田　中　大　介 香川県
7099 本　間　秀　明 ＲＵＮ会
7100 包　行　良　光 キャニコム
7101 野　上　和　夫 ＬＡＢＯ美容室
7102 木　田　敏　幸 釧路市
7103 瀬　能　正　人 当別町
7104 金　子　康　明 やすくんＲＣ
7105 森　野　孝　治 京都府
7106 山　上　　　悟 稚内市
7107 杉　本　功　平 札幌市
7108 中　井　啓　之 東京都
7109 伊　藤　太　一 ノブユキヒラオ
7110 西　馬　昇一郎 ウエストホース
7111 伊　藤　幸　治 埼玉県
7112 岡　村　　　亮 札幌市
7113 垣　野　　　匡 山の上病院
7114 萱　嶋　謙　悟 札幌市
7115 西　島　進　一 石狩市
7116 鷲　見　　　悠 小樽市
7117 古　舘　　　猛 札幌市
7118 藤　林　良　一 山口県
7119 吉　田　大　輔 札幌市
7120 中　川　　　誠 新潟ランアーズ
7121 佐　藤　　　勉 福島県
7122 濱　田　克　美 三崎アスリート
7123 古　本　豊　和 兵庫県
7124 橋　本　圭　一 東京都
7125 石　田　貴　弘 ちばりよ～ｒｃ
7126 神　村　正　史 中標津十二楽走
7127 酒　井　聖　行 東京都
7128 市　橋　信　敬 埼玉県
7129 澁　谷　勇　一 札幌市
7130 番　井　孝　明 ＮＴＴ－ＣＷ
7131 堀　内　史　章 神奈川県
7132 佐々木　　　保 恵庭ＲＣ
7133 片　岡　善　樹 大阪府
7134 齊　藤　茂　樹 札幌市
7135 小　林　哲　郎 作．ＲＵＮ
7136 横　堀　友　記 ノーザンアーク
7137 吉　倉　宏　一 札幌市
7138 伊　藤　真　一 ｃｌｕｂ１
7139 平　野　浩　史 東京都
7140 大　畑　博　史 札幌市
7141 中　村　純　尚 埼玉県
7142 高　取　　　康 東京陸協
7143 小　島　慶　介 東京都
7144 中　原　和　博 オリオン機械
7145 中　西　良　太 奈良県
7146 篠　田　克　洋 兵庫県
7147 木　下　　　敏 ＥＭＳＣ
7148 岡　本　智　之 京都府
7149 本　間　大　介 さくらんぼ会
7150 松　野　翔　平 札幌市
7151 岸　　　哲　夫 愛媛県
7152 外　山　巨　樹 北海道開発局
7153 和　平　啓　介 道楽会
7154 山　木　宏　友 札幌市
7155 熊　木　啓　太 札幌市
7156 江　口　佳　仁 クラーク病院
7157 加　藤　大　亮 札幌市
7158 島　田　敦　夫 松田整形外科
7159 泉　本　和　人 大阪府
7160 萱　野　泰　久 県庁走ろう会
7161 兵　頭　厚　弘 静岡県
7162 石　津　慎一郎 愛知県
7163 中　井　　　泉 島津製作所
7164 林　　　孝　彦 のりりんクラブ
7165 高　橋　　　大 札幌市
7166 真　壁　栄　志 滋賀県
7167 中　野　雄　太 ダイナックス
7168 中　澤　秀　和 江戸川ランナー
7169 塚　本　　　忠 東京陸上競技会
7170 高　橋　善　彦 網走市
7171 高　木　正　輝 浦安ランナーズ
7172 抜　山　雄　一 東京都
7173 池　浦　　　仁 道南共栄社
7174 川　島　英　和 愛知県
7175 金　子　路　加 東京都
7176 樫　木　孝　士 士別市役所
7177 高　田　克　彦 赤レンガ走友会
7178 八重樫　　　寛 ＨＹＳ札幌
7179 荻　田　誠　司 加納総合病院
7180 遊　佐　繁　基 新ひだか町
7181 杉　田　幸　雄 帯広市
7182 冨　安　雅　樹 福井県
7183 中　山　　　潔 石川県
7184 井　沢　明　正 札幌市
7185 坂　口　信　治 大阪府
7186 鶴　田　明　洋 大阪府
7187 金　石　裕　啓 札幌市
7188 石　井　　　陽 当別町
7189 白　濱　徳　博 滝川工業高校
7190 渡　部　　　綾 みかげ整骨院
7191 山之内　健　太 札幌市
7192 太　田　康　徳 なし
7193 高　井　祥　行 大阪府
7194 松　田　正　彦 函館市
7195 嶋　田　　　章 神奈川県
7196 田　島　政　弘 江別市
7197 吉　田　哲　也 秋田県
7198 夏　井　　　憲 秋田県
7199 奥　田　祐　一 札幌市
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7200 村　井　浩　二 びぎん
7201 齋　藤　俊　行 埼玉県
7202 富　田　健一郎 東京都
7203 小　山　　　司 帯広市
7204 佐　藤　信　夫 東京都
7205 西　岡　　　智 四天王寺大学
7206 嶋　　　敏　彦 札幌市
7207 小　柳　　　敦 スマイリー
7208 鹿島田　正　文 東京都
7209 似　鳥　功　扶 札幌市
7210 小　野　正　人 神奈川県
7211 吉　田　英　明 増毛町消防本部
7212 大　野　繁　行 ＤＯ走会
7213 岩　井　卓　矢 建設物価ＪＪＣ
7214 福　田　　　猛 兵庫県
7215 梶　　　達　雄 千葉県
7216 梶　　　雄　太 札幌市
7217 朝　倉　直　樹 滝川市
7218 西　山　　　令 兵庫県
7219 平　木　聖　三 ｎａｇｏｒｕｎ
7220 井　上　尚　夫 エボーリュ
7221 亀　田　　　学 ＲＩＳＥ　ＲＣ
7222 谷　口　明　久 時計台記念
7223 道　端　隆　広 和歌山県
7224 久　保　勝　文 吹上眼科
7225 笹　原　和　幸 笹原動物病院
7226 湯　上　　　剛 兵庫県
7227 上　野　博　則 札幌道都病院
7228 長谷川　廣　和 札幌市
7229 前　田　悠　太 札幌市
7230 清　家　智　明 ねこまど
7231 平　石　和　帆 ぴかぴかクラブ
7232 宮　原　　　潤 埼玉県
7233 鈴　木　和　音 東京都
7234 牧　田　充　浩 シルド
7235 遠　藤　浩　行 札幌市
7236 島　　　　　卓 浜中町
7237 板　橋　孝　幸 雨竜高等養護
7238 和　田　智　之 静岡県
7239 鹿　内　俊一郎 北見市
7240 酒　井　健　好 愛知県
7241 渡　島　寛　記 千葉県
7242 佐　藤　宅　哉 旭川市
7243 鹿　谷　雄　一 北海学園大学
7244 三升畑　大　輔 北海道軌道施設
7245 毛　利　　　毅 苫小牧市若草小
7246 長　澤　大　輔 神奈川県
7247 加　地　敬　宏 江別市
7248 河　井　紀一郎 札幌市
7249 金　谷　健太郎 東京都
7250 鳴　海　拓　史 南町クラブ
7251 酒　井　俊　輔 沖縄県
7252 栗　田　　　淳 埼玉県
7253 西　田　雅　由 岐阜県
7254 小　柳　謙太郎 札幌市
7255 生　水　克　典 札幌市
7256 矢　崎　　　勇 旭北３９ＲＣ
7257 岩　﨑　　　崇 東京都
7258 中　泉　義　典 日立製作所
7259 古　田　則　人 千葉県
7260 無　藤　智　之 兵庫県
7261 都　築　　　徹 大阪府
7262 宮　崎　幸　男 帯広ランナーズ
7263 岩　館　早　馬 ニセコ町
7264 菅　原　勝　博 士別男子野球部
7265 今　井　英　三 新十津川町
7266 熊　木　大　介 埼玉県
7267 山　岡　仁　志 東京都
7268 内　藤　佳　美 小樽自動車学校
7269 井　関　久　義 ＢＧＦ
7270 堀　　　慎太郎 東京都
7271 原　田　太　司 東京都
7272 角　田　義　和 ちーむ日の丸
7273 梶　原　弘　巳 札幌市
7274 大　原　弘　明 愛知県
7275 池　田　　　努 大阪府
7276 新　川　雅　俊 札幌市
7277 伊　藤　大　樹 ＪＡサービス
7278 山　田　翔　太 南郷ランナーズ
7279 日　高　英　二 神奈川県
7280 竹　林　敬　太 倶知安町
7281 前加良　太　作 沖縄県
7282 大　津　　　勝 福岡県
7283 水　嶋　義　浩 旭川市
7284 仲　谷　拓　巳 ＧＳＫ
7285 浜　地　康　仁 東京都
7286 堺　　　　　実 協和機械製作所
7287 大　塚　元　博 札幌市
7288 義　達　康　之 札幌市
7289 越　前　智　規 北海道運輸局
7290 鈴　木　秀　徳 函館市
7291 穴　澤　勝　史 札幌市
7292 築　地　京　輔 たむラン会
7293 北　出　行　史 京都府
7294 佐　藤　伸　一 札幌サザンＲＣ
7295 細　川　　　進 埼玉りそな
7296 中　野　耕　一 札幌市
7297 小　原　啓　揮 サンフラン熊本
7298 芳　岡　直　人 らいらっく
7299 竹　内　　　茂 千葉県
7300 永　野　正　人 札幌市
7301 高　野　冬　樹 恵庭走友会
7302 大　山　直　季 札幌市
7303 鈴　木　健　介 ＫＲＰ
7304 田　中　　　潤 大阪府
7305 吉　岡　　　司 神奈川県
7306 藤　田　隆　保 平岸健康クラブ
7307 岩　崎　純　也 東京都

7308 向　山　幸　志 シマエナガ
7309 成　島　　　勉 Ｒ２東日本
7310 近　藤　浩　二 楽し走
7311 大　重　裕　司 千葉県
7312 塚　原　孝　弘 札幌市
7313 日　高　浩　幸 東京都
7314 岩　崎　　　寛 禎心会病院
7315 相　原　智　行 ジャミン
7316 阿　部　輝　正 大阪府
7317 鈴　木　亮　一 雨竜寿園
7318 増　井　秀　夫 京都府
7319 南　　　辰　也 愛知県
7320 住　吉　英　樹 風と空Ｒ．Ｃ．
7321 柴　田　　　透 愛知県
7322 小　川　　　正 東京都
7323 緑　川　倍　生 愛別町
7324 前　田　高　行 札幌市
7325 大　黒　　　蒼 北海道大学
7326 竹　次　隆　一 日乃出ＣＣ
7327 野　内　正　裕 かえるかわうち
7328 永　塚　智　之 あいの里東ＲＣ
7329 堀　川　秀　司 広島県
7330 狩　谷　健太郎 石川県
7331 長　尾　　　亮 岡山県
7332 宮　越　　　昭 札幌市
7333 大　澤　尚　志 大阪府
7334 炭　元　謙一郎 ｅＡ大阪
7335 古　井　樹　彦 ＪＩＣＡ
7336 中　西　康　弘 千葉県
7337 伊　藤　二　郎 外務省
7338 加　藤　達　矢 札幌スポ館ＲＣ
7339 千　田　大　貴 クラブＲ２
7340 中　川　真　吾 長崎県
7341 佐久間　正　広 神恵内村
7342 中　西　政　広 キャラサラ
7343 児　玉　幸　信 伊藤忠エネクス
7344 横　山　準　人 札幌市
7345 木　村　知　文 江別市
7346 ティリー　ジェラード 沖縄県
7347 岡　田　康　範 札幌市
7348 関　口　　　智 札幌市
7349 若　林　正　敏 無所属
7350 池　島　　　晃 オールバディ
7351 青　木　　　浩 山口県
7352 前　田　知　浩 函館市
7353 三　森　将　汰 広島県
7354 横　山　　　震 はやとんとん
7355 浦　川　俊　英 松ヶ枝歯科医院
7356 高　橋　辰　郎 東京都
7357 松　山　信　三 大阪府
7358 中　野　泰　男 美しヶ丘ＤＳ
7359 松　村　英　則 札幌市
7360 黒　木　純　洋 東京都
7361 津　田　奨　悟 東京都
7362 黒　田　　　康 三重県
7363 片　山　晶　夫 長居朝ラン倶楽
7364 佐々木　　　健 千葉県
7365 水　上　能　克 恵庭市
7366 野　口　保　藏 みつクリ
7367 遠　藤　史　篤 札幌市
7368 浅　沼　勇　也 千歳市
7369 石　原　敏　道 勤医協中央病院
7370 伊勢谷　　　誠 タナカ
7371 三　村　幸　正 東京都
7372 高　橋　正　文 杉並ラン
7373 川守田　　　崇 辻堂ハリケーン
7374 佐々木　　　公 北海道教育庁
7375 元　佐　　　龍 兵庫県
7376 畠　山　大　毅 うぶごえ
7377 嶋　田　　　渉 旭川市
7378 大　野　吉　治 東京都
7379 野　上　敦　功 東京都
7380 三　宅　祥　平 三重県
7381 和　田　良　介 緑丘ランナーズ
7382 松　本　　　保 折れない心ＲＣ
7383 塚　原　　　洋 札幌市
7384 杉　本　芳　邦 静岡県
7385 栗　原　　　肇 やまなかＲＣ
7386 酒　井　裕　幸 福岡県
7387 村　田　大　樹 札幌市
7388 木　村　達　也 熊本県
7389 和　田　幸　祐 東京都
7390 森　内　　　航 神奈川県
7391 北　林　義　行 大阪陸協
7392 藤　澤　尚　只 三角山走友会
7393 村　上　　　弾 居酒屋そら家
7394 小　橋　伸　一 ＣＲ．ｍ
7395 村　上　達　哉 砂川市
7396 志　田　和　男 栗山サンクＲＣ
7397 加　藤　瑞　貴 無所属
7398 金　澤　信　之 ＮＫランニング
7399 櫻　井　文　夫 東京都
7400 高　野　悠　平 ジョギンガー
7401 土　屋　良　司 愛知県
7402 東　　　正　人 Ｄｅｅｐｅｒｓ
7403 田　中　敏　文 翡翠倶楽部
7404 佐　々　遥　平 東京都
7405 小　林　信　之 ＪＲＴＴ
7406 塩　越　　　彰 北海道エネルギ
7407 森　谷　智　幸 山形県
7408 行　武　　　浩 さぎんＲＣ
7409 増　田　一　慶 札幌市
7410 植　田　武　志 東京都
7411 杉　本　一　行 富山県
7412 森　田　慎　一 札幌光星
7413 古　川　　　敦 新潟県
7414 今　野　英　俊 東京都
7415 木　村　泰　紀 札幌市

7416 田　村　義　法 新潟県
7417 青　山　茂　樹 帯広市
7418 田　村　尚　之 六華ランナーズ
7419 岩　崎　幸　一 燕市陸協
7420 栗　栖　宏　多 札幌市
7421 花　下　　　哲 ８ｓｐハチスポ
7422 森　山　裕　之 ＯｎＪａｐａｎ
7423 鎌　田　信　一 チームすざく
7424 西　内　　　淑 神奈川県
7425 津　川　　　豊 青森県
7426 森　本　暁　史 新潟県
7427 間　地　伸　吾 帯広市
7428 及　川　政　敦 札幌市
7429 岡　崎　隆　憲 苫小牧陸連
7430 稲　田　順　之 兵庫県
7431 堤　　　秀　人 共和町役場ＲＣ
7432 兒　玉　昌　之 岡山県
7433 田　村　　　厚 常光
7434 山　崎　　　健 神奈川県
7435 藤　本　大　介 埼玉県
7436 鈴　木　貴　志 大阪府
7437 狩　集　　　学 愛知県
7438 小　関　倫太朗 埼玉県
7439 炭　谷　憲　治 留萌走ろう会
7440 皆　川　晋　一 喜むら鮨ＲＣ
7441 荒　川　聡　仁 神奈川県
7442 佐　藤　　　徹 東京都
7443 七　澤　　　広 札幌市
7444 三　井　　　晋 青森県
7445 廣　瀬　右左義 千葉県
7446 初　田　圭　祐 台湾好吃放浪記
7447 奥　原　康　二 ほたて
7448 高　橋　裕　輔 千葉県
7449 小　倉　秀　樹 六華ランナーズ
7450 山　腰　英　紀 神奈川県
7451 坂　田　　　満 愛知県
7452 永　田　　　慎 爆走マイペース
7453 井　口　芳　男 神奈川県
7454 李　　　洪　勲 太田走友会
7455 石　嵜　知　典 埼玉県
7456 佐　藤　章一朗 札幌市
7457 三　浦　弘　嗣 神奈川県
7458 荒　沢　秀　洋 東京都
7459 長谷川　浩　二 ■ÀＲＣ仙台■
7460 鶴　巻　朋　光 名寄市
7461 田　中　幸　太 恵庭市
7462 小　野　裕　章 東京都
7463 佐　野　　　望 セノー株式会社
7464 加　賀　憲　一 東京都
7465 若　林　隆　宣 駅前食堂千歳屋
7466 古　舘　陽　介 ブルボン
7467 東　前　直　樹 東京都
7468 相　澤　延　行 新琴似高架下
7469 小　池　洋　介 ＣＴＭ
7470 西　前　信　英 東京都
7471 坂　田　孝　幸 旭川
7472 長　澤　孝　充 札幌市
7473 佐々木　修　平 宮城県
7474 中　田　祐　介 東京都
7475 矢　口　義　彦 埼玉県
7476 井　上　雅　俊 千葉県
7477 民部田　清　春 ＭＯＴ山ラー部
7478 塩　崎　　　崇 函病アスリート
7479 松　井　康一郎 兵庫県
7480 辻　本　健　士 茨城県
7481 日比野　昌　久 東京都
7482 岩　崎　信　宏 知内町
7483 原　　　正　明 釧路市
7484 斉　藤　智　嗣 岩見沢温泉協会
7485 佐　藤　文　昭 千歳市
7486 遠　藤　仁　宏 札幌市
7487 高　橋　新一郎 ティーズ
7488 筒　井　正　洋 札幌市
7489 小　倉　勝　彦 ホテル大雪
7490 上　口　恒　弘 上口水産
7491 西　岳　正　義 大阪府
7492 小　西　啓　史 ｓｏｌｕｃｋ
7493 柿　田　充　俊 山藤三陽印刷
7494 院　南　　　督 株式会社院南組
7495 安　田　　　治 北海道マラソン
7496 佐　伯　　　忍 愛媛県
7497 鈴　木　三二男 雅
7498 谷　　　　　篤 兵庫県
7499 田　仲　　　剛 咲ＡＣ
7500 米　沢　康　広 札幌走ろう会
7501 知　久　昌　昭 栃木県
7502 濱　谷　政　充 ＩＬＤＯＲＳＯ
7503 高　岡　　　勉 京都府
7504 阿　部　亮　祐 Ｐａｓｃｏ
7505 枝　川　幸　司 東京都
7506 中　森　義　雄 東京都
7507 千　葉　昌　之 永山西
7508 高　橋　　　誠 旭川市
7509 村　山　慎　一 三越伊勢丹
7510 石　川　達　也 兵庫県
7511 野　内　英　樹 東京都
7512 猪　俣　直　哉 どんぐり
7513 太　田　康　則 札幌市
7514 小　林　　　豊 新潟県
7515 小　西　正　隆 埼玉県
7516 永　川　　　透 千歳市
7517 阿　部　弘　樹 東京都
7518 藤　原　正　宏 キングペリカン
7519 近　藤　幸　弘 三立機電
7520 加　藤　　　駿 札幌市
7521 吹　上　進　一 ソルテック
7522 永　易　裕　樹 北海道医療大学
7523 武　重　　　豊 小金井公園走友

7524 櫛　山　宏　和 ＣＮＮコンサ隊
7525 アルヴィー　ロバート 札幌市
7526 和　島　朋　広 国際プラザＡＣ
7527 中牟田　　　康 福岡県
7528 熊　田　雄　司 日本化学工業
7529 所　　　良　和 札幌市
7530 大　江　　　祥 札幌市
7531 松　戸　隆　直 神奈川県
7532 斉　藤　孝　博 湖陵３３期
7533 石　塚　伸　夫 クラブＲ２
7534 桶　谷　英　輝 ＲＣひとり
7535 尾　崎　友　哉 東京都
7536 三　島　　　亨 東京都
7537 廣　川　貴　志 東川町
7538 新　輪　誠　一 清里町スキーＣ
7539 小　野　　　隆 岡山県
7540 村　山　　　彰 （株）鈴木商会
7541 近　藤　晃　三 株式会社カネカ
7542 野　口　英　雄 株式会社カネカ
7543 上　杉　元　二 岡山県
7544 柴　橋　敦　史 愛知県
7545 武　村　雅　明 愛媛県
7546 木　村　　　等 法政ＢＢ
7548 河　部　　　誠 クラブＲ２
7549 中　村　博　文 岡山県
7550 小石川　圭　司 ＤＲＣ
7551 古　屋　　　隆 東京都
7552 久保田　　　修 ＴＥＡＭジンパ
7553 堤　　　政　嗣 チーム２２３
7554 中　村　真　一 オール
7555 千　野　政　孝 シンカワダイゴ
7556 柘　植　清　志 サンエイ
7557 近　江　裕　治 青森県
7558 酒　井　秀　和 札幌市
7559 前　原　広　幸 ニッポンランナ
7560 増　川　純　人 札幌市
7561 村　松　三四郎 兵庫県
7562 厚　綿　晃　治 フィルコリンズ
7563 趙　　　顕　秀 ホノマラクラブ
7564 西　森　拓　郎 鹿児島県
7565 福　田　憲　二 東京都
7566 山　本　克　己 Ｄｏｃｏｎ
7567 山　口　英　彦 静岡走ろう会
7568 山　谷　一　幸 札幌市
7569 伊　藤　学　司 ＴＫＹ２０２０
7570 小　池　位　史 小池機械
7571 鎌　田　清　孝 ビバニーベル
7572 大工原　幸　美 ＧＳＫ
7573 三　橋　　　修 千葉県
7574 今　井　孝　広 札幌市
7575 今　野　幸太郎 神奈川県
7576 高　橋　典　男 札幌市
7577 井　川　哲　哉 東京都
7578 増　山　達　也 青森県
7579 傳　法　正　臣 函館市
7580 多　田　圭　介 札幌市
7581 中　西　貴　裕 カヨレン
7582 栗　田　貴　之 東京都
7583 南　　　克　彦 ラポートケア
7584 田　口　陽太朗 東京都
7585 上ヶ島　勝　彦 ｐｈｙｔｏ
7586 有　村　　　淳 兵庫県
7587 鈴　木　健　也 札幌市
7588 設　楽　義　行 ＷＡＧＡＹＡ
7589 藤　岡　俊　介 六華ランナーズ
7590 吉　田　哲　也 新十津川町
7591 岡　　　正　久 ＳＲＨ２０１５
7592 藤　原　　　隆 北広島市
7593 林　　　寛　之 Ｋｉｎａｋｏ
7594 浅　井　太　一 酪農学園大学
7595 姫　田　治　孝 大阪府
7596 鈴　木　辰　浩 魂走会
7597 太　田　将　行 ほく△んＲＣ
7598 野　口　龍　男 チーム流星
7599 船　本　久　司 みずほ証券
7600 城　石　　　徹 幕別町
7601 角　田　宇　史 ＴＫＲＣ
7602 佐　藤　順　一 山形県
7603 大　野　和　彦 釧路市
7604 天　明　　　渉 東京都
7605 角　田　明　聡 日本食研
7606 山　田　裕　樹 旭川市
7607 早　川　弘　康 メガネの早川
7608 仮　屋　和　宏 鹿児島県
7609 土　井　徹　也 札幌市
7610 大　塚　真　史 札幌市
7611 角　谷　英一郎 札幌市
7612 久　保　英　彦 アイケア北海道
7613 増　田　　　円 札幌市
7614 鈴　木　孝　好 静岡県
7615 阿　部　貴　明 東京陸協
7616 井　上　洋　介 スクラッチ
7617 川　島　雅　人 輔仁会ＲＣ
7618 石　村　俊　弘 ヤマト１２
7619 真　藤　昌　信 ＳＰＫ
7620 田　中　正　道 大阪府
7621 菅　原　亮　一 菅原眼科
7622 横　山　峰　雄 札幌市
7623 江　口　文　明 道南陸協
7624 川　俣　　　豪 東京都
7625 永　井　智　仁 東京都
7626 小　林　敬　明 ＳＣＭ
7627 長　澤　弘　明 長澤塾
7628 菅　野　圭　一 神奈川県
7629 増　谷　拓　哉 ＪＡ北ひびき
7630 武　田　雅　之 中央バス西岡
7631 西　亦　　　隆 札幌市
7632 長谷川　武　史 イースト装建
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7633 根　岸　照　巳 横浜並木走友会
7634 戸　田　省　吾 滋賀県
7635 中　本　篤　司 千葉県
7636 川　原　満　雄 神奈川県
7637 桐　山　一　彦 岐阜県
7638 石　橋　　　誠 熊谷市陸協
7639 菅　原　正　樹 愛産婦人科
7640 岡　部　清　弘 標津走友会
7641 石　川　正　彦 札幌市
7642 浅　見　清　幸 埼玉県
7643 南　川　直　幸 埼玉県
7644 増　島　健　司 東京都
7645 丹　澤　　　寛 山梨県
7646 宮　下　敦　司 大和技建
7647 佐　藤　正　寿 新冠レコード
7648 中　嶋　　　剛 日翔機械
7649 虻　川　善　智 長谷川塾
7650 佐　藤　清　吾 ＴＥＡＭカズン
7651 成　田　紀　史 恵庭市
7652 今　村　彩　貴 チームぱん
7653 清　水　　　貢 札幌市
7654 杉　山　　　博 北海道銀行
7655 青　野　准　治 埼玉県
7656 葛　西　英　範 北海道銀行
7657 小　松　宣　彦 旭川市
7658 佐　藤　誠　人 東京都
7659 泰　地　淳　夫 滝川市立病院
7660 菅　野　恵　士 バズーカ
7661 熊　谷　正　俊 広島県
7662 河　西　隆　博 北広島市
7663 河　原　伸　成 ホクレン
7664 戸　畑　浩　司 東京都
7665 上　野　祐　二 ホノルル会
7666 山　口　裕　之 東京都
7667 小　栗　一　輝 神奈川県
7668 石　井　祐　介 室蘭東翔高校
7669 井　口　祐　輔 社会事業協会
7670 小　椋　久　徳 士別調剤薬局
7671 小　平　秀　一 東京都
7672 佐々木　　　悠 東京都
7673 佐　藤　正　光 青森県
7674 浅　沼　　　司 侍ＳＯＵＬ
7675 鈴　木　　　聡 美走ＲＣ
7676 園　田　昌　史 神奈川県
7677 大　槻　弥　司 兵庫県
7678 平　原　顕　治 東京都
7679 横　山　浩　二 札幌市
7680 渡　辺　博　紀 大阪府
7681 右　代　直　樹 東京都
7682 今　枝　　　進 愛知県
7683 寺　澤　雄　二 ＨＴＴ
7684 永　井　義　雄 大阪府
7685 大　沼　孝　洋 札幌市
7686 福　本　聖　広 札幌市
7687 内　田　晴　夫 札幌スポーツ館
7688 浅　田　信　男 奈良県
7689 石　田　誠　一 札幌市
7690 松　野　正　三 愛知県
7691 八重畑　洋　吉 札幌陸協
7692 上　野　宏　道 千葉県
7693 田　村　昌　基 東京都
7694 鈴　木　宏　治 岐阜県
7695 菊　池　良　治 ＲＵＮ－札幌
7696 宮　元　克　明 ＮＴＴＤＦ
7697 小　室　純　平 札幌市
7698 堀　田　貴　志 中山組ＲＣ
7699 小　高　幹　彦 東京都
7700 小　林　隆　志 東京都
7701 吉　川　直　樹 東京都
7702 小田切　　　実 長野県
7703 永　井　芳　之 長野県
7704 岩　城　亮　助 札幌市
7705 新　垣　竜　太 福岡県
7706 名　倉　重　喜 兵庫県
7707 船　水　康　也 札幌市
7708 佐　藤　方　亮 滝川市
7709 伊　藤　勝　敏 スマイル
7710 本　多　慶　匡 東エレク
7711 松　嶋　則　篤 絶輪倶楽部
7712 内　尾　昭　人 福岡県
7713 小松原　昌　樹 笑走会
7714 稲　井　敬　生 札幌市
7715 岩　橋　　　政 ＳＴＲＣ
7716 篠　原　大　作 愛知県
7717 大　石　将　俊 幕別町
7718 高　橋　淳　一 チームチャモ
7719 梅　谷　　　満 梅谷農園
7720 矢　嶋　　　尊 恵庭市
7721 坂　梨　修　二 熊本ＮＯＫ
7722 鈴　木　　　剛 福島ＫＯＳＥＮ
7723 堺　本　英　幸 愛知県
7724 福　井　雅　弘 札幌市
7725 細　川　　　潤 当別町
7726 松　川　義　弘 ＮＣＣ大阪
7727 浅　井　理　男 ｅ－ランニング
7728 佐　々　逸　人 札幌市
7729 遠　山　政　典 札幌市
7730 横　森　伸　吾 ＳＦＩＬ
7731 帰　山　　　哲 北見市
7732 真　壁　英　治 Ｍ．ｗｈｉｔｅ
7733 井　上　朋　也 平岸ハイヤー
7734 鴻　池　洋　志 つうけんＯＢ
7735 横　田　正　博 中標津十二楽走
7736 吉　永　秀　兵 愛知県
7737 田　中　俊　行 ひょっとこ
7738 豊　田　孝　幸 ＴＲＡＣＫ東京
7739 井　上　広　明 千葉県
7740 松　本　征　之 札幌市

7741 吉　森　　　正 京都府
7742 藤　原　公　男 武庫川スポーツ
7743 土　本　裕　司 忠村水産倶楽部
7744 谷　沢　元　昭 ＡＯＩ
7745 大　友　高　文 チームＯ
7746 木　村　一　弥 札幌市
7747 中　根　　　繁 掛川西
7748 鈴　木　淳　史 千葉県
7749 守　屋　大　樹 酪農学園大学
7750 仲　村　　　学 リスタート
7751 竹　内　　　聡 新ひだか町ＲＣ
7752 森　　　充　正 兵庫県
7753 神　田　悠　司 札幌市
7754 山　口　健　二 東京都
7755 村　川　貴　浩 ＪＲ東海
7756 佐　藤　　　喬 名農ＯＢ
7757 中　村　　　明 飛信隊
7758 築　山　哲　也 東京陸連
7759 武　田　英　志 石川県
7760 千　貫　伸　行 チーム・ペーザ
7761 中　田　雅　浩 愛別町
7762 中　原　　　肇 栗山赤十字病院
7763 美　馬　秀　哉 小金井公園ＲＣ
7764 西　村　明　宏 兵庫県
7765 本　多　貴　充 愛知県
7766 宮　脇　啓　悟 ＦＴ資生堂
7767 大　村　信　夫 片付けパパ
7768 金　林　卓　哉 沖縄県
7769 高　野　直　人 旭川市
7770 西　　　睦　夫 札幌市
7771 松　浦　　　豊 みのり
7772 若　林　和　樹 ライブラン
7773 高　橋　洋　介 札幌市
7774 西　野　智　久 大阪マスターズ
7775 山　口　伸　吾 ＦＲＣ
7776 田　中　　　徹 福岡県
7777 赤　穂　光　城 東京都
7778 北　野　敬　一 兵庫県
7779 鈴　川　寿　康 愛情一本
7780 柴　本　晃　宗 北見酔走楽局
7781 平口山　立　治 朝陽と走ろう会
7782 田　中　義　則 チームポチ
7783 伊　藤　丸　人 株式会社巴商会
7784 矢　向　孝　一 神奈川県
7785 川　住　龍　司 大阪府
7786 島　岡　信　次 Ｒ２中日本
7787 石　間　正　浩 千葉県
7788 小　椋　啓　司 札幌市
7789 松　下　耕　三 湘南茅ケ崎ＧＧ
7790 阿　部　靖　弘 クラブＲ２
7791 牧　野　利　州 ＰＳＭＲＵＮ
7792 西　川　　　亘 岡山県
7793 田　村　彰　朗 東京都
7794 水　野　宏　紀 トヨタ自動車
7795 佐　藤　大　介 東京都
7796 齋　藤　　　昇 苫小牧消防署
7797 谷　口　精　一 大阪府
7798 石　井　聡　明 千葉県
7799 宮　脇　弘　徳 栃木県
7800 大日方　　　裕 千葉県
7801 小　林　正　治 埼玉県
7831 田　中　教　彦 京都府
7832 照　井　英　雄 茨城県
7833 岡　林　誠　治 ＣＴＭ
7834 菊　永　昌　昭 愛知県
7835 森　　　祐　介 東京都
7836 本　間　英　敏 和光技研
7837 井　手　芳　具 福岡県
7838 下　村　宗　弘 埼玉県
7839 蔵　野　正　司 埼玉県
7840 白　井　宏　明 茨城県
7841 橋　本　崇二郎 キャスパー
7842 石　井　丈　仁 東京都
7843 齋　藤　　　浩 江別市
7844 中　西　　　武 四国通建
7845 大　泉　晴　郎 兵庫県
7846 山　村　弘　昌 札幌市
7847 藤　本　忠　勝 鴻巣楽しく走会
7848 渡　辺　浩　章 札幌市
7849 滝　村　道　明 東京都
7850 三　浦　智　之 東京都
7851 小笠原　　　孝 日本ＨＰ
7852 長　谷　則　之 兵庫県
7853 中　川　　　誠 三菱重工
7854 大　竹　祐　介 （株）竹山
7855 菅　原　義　文 ｇｉｂｕｎ
7856 菅　原　雅　明 札幌市
7857 田　中　順　也 札幌市
7858 跡　部　竜　太 ＣＡＲＯＳ
7859 藤　原　裕　樹 ＴＮ
7860 立　石　　　勉 キリン
7861 村　木　翔　太 札幌市
7862 伊　東　正　剛 オールドボーイ
7863 武　市　憲　司 東京都
7864 和　歌　友　和 岡山県
7865 長谷川　哲　也 神奈川県
7866 安　岡　研　也 ホーチャンＯＢ
7867 松　本　　　勝 みなと銀行
7868 櫻　井　　　学 ＧＳＯ　Ｔ＆Ｆ
7869 小　島　弘　幸 恵庭市消防署
7870 吉　田　孝　明 旭川市
7871 千　田　　　勉 旭川市
7872 落　合　理　友 東京都
7873 宗　宮　光　輝 チームガマン
7874 加　藤　一　人 栃木県
7875 山　本　常　幸 東京都
7876 平　井　　　晋 小樽衛生士校
7877 堀　内　暢　人 ロイズ

7878 生　富　陽　二 札幌市
7879 水　足　　　智 別海町
7880 谷　川　　　滋 愛知県
7881 山　田　高　英 静岡県
7882 伊　藤　潤　平 東京都
7883 長　部　和　幸 新潟県
7884 三　和　一　兆 東京都
7885 菅　原　　　拓 札幌市
7886 佐　藤　達　也 らくまかＡＣ
7887 佐々木　帆　真 札幌市
7888 中　野　悠　貴 信用保証協会
7889 叢　　　　　穎 東京都
7890 欠　畑　茂　治 青森県
7891 伊　藤　和　博 北見市
7892 月　足　和　也 佐賀県
7893 松　隈　良　平 福岡県
7894 中　村　元　洋 ジャイアンズ
7895 清　野　範　久 孝子ランナーズ
7896 佐々木　　　宏 東京都
7897 高　山　勝　智 ＰＰＣＮＢＺ
7898 鴫　原　洋　平 東京都
7899 山　田　孝　章 Ｒｕｎ＆Ｂｅｅ
7900 安　齋　　　僚 東京都
7901 橋　本　泰　浩 札幌市
7902 佐　藤　光司郎 札幌市
7903 澤　井　裕一郎 十勝大福本舗
7904 蛭　間　隆　雄 札幌市
7905 目　黒　航　平 大鎮キムラ建設
7906 小　俣　勝　男 神奈川県
7907 竹　下　　　慎 札幌市
7908 片　山　康二朗 神奈川県
7909 小　高　　　大 丸ラン
7910 青　木　秀　之 千葉県
7911 岡　崎　貢　士 夢の浮島　天売
7912 高　橋　政　哉 札幌市
7913 八　田　千　広 はった耳鼻科
7914 木　村　隆　幸 個人
7915 宮　田　聖　也 ＳＡＶＯＬＮＡ
7916 井　上　　　弘 パトラの夫
7917 佐　藤　伸　哉 東京都
7918 佐々木　潤　一 札幌市
7919 関　根　正　則 ＲｉｍｓＡＣ
7920 久　保　　　忠 旭川陸上クラブ
7921 工　藤　宏　幸 シティ四日市
7922 中　村　慎　一 ＡＮＡ
7923 太　見　寿　人 Ｒ２中日本
7924 石　塚　　　浩 札幌市
7925 井　上　智　裕 兵庫県
7926 新　谷　　　崇 大塚眼科病院
7927 川　瀬　　　修 岡山県
7928 菊　池　慶　治 旭川陸上クラブ
7929 推　名　孝　太 札幌市
7930 塩　地　和　也 株式会社ＪＴＢ
7931 笠　原　洋　介 東京都
7932 岡　本　　　忍 関東バスＡＣ
7933 長　峯　弘　人 チームマグナム
7934 佐　藤　　　悟 弘前公園ＲＣ
7935 吉　田　昭　文 弘前公園ＲＣ
7936 村　田　光　隆 東京都
7937 石　塚　浩　一 ちばりよ～ＲＣ
7938 諏　訪　俊　一 からだビレッジ
7939 宇　波　和　宏 札幌市
7940 桜　間　俊　樹 岡山県
7941 遠　藤　友樹弘 独りＪＡＰＡＮ
7942 福　田　聖　哉 熊本てれっと
7943 増　田　仁　史 埼玉県
7944 千　葉　　　修 苫小牧気分走会
7945 松　本　卓　弥 札幌市
7946 矢　野　良　明 東京都
7947 櫻　井　孝　明 バイエル
7948 河　野　健　太 えぞ財団
7949 山　田　文　彦 チーム山田
7950 清　水　　　聡 ほく●んＲＣ
7951 中　尾　健　次 神奈川県
7952 長　南　和　之 北広島市
7953 田　村　　　潔 東ヶ丘病院
7954 松　本　貴　裕 株式会社カネカ
7955 駒　込　邦　彦 福島県
7956 中　込　　　隆 大日本印刷
7957 飯土用　繁　男 キャラサラ
7958 阿　部　淳　一 小樽市
7959 小　堆　信　治 札幌市
7960 本　地　未　機 阪和興業
7961 貝　津　鉄　朗 Ｓ３Ｔ
7962 辻　　　典　宏 ｏｚｉｘ
7963 知　念　正　訓 大阪府
7964 幸　村　隆　史 福岡県
7965 大　場　　　隆 王子製紙ＡＣ
7966 伊　藤　昌　也 横河電機
7967 三　宅　克　正 東京都
7968 山　口　義　治 フル百回楽走会
7969 山　田　佳　寿 札幌市
7970 藤　田　琳　哉 小樽市
7971 山　本　雄　一 札幌市
7972 田　村　哲　朗 北あかりＲＣ
7973 尾　倉　史　晃 東京都
7974 岩　佐　　　譲 読売走友会
7975 森　　　和　彦 滝川市
7976 清　藤　尚　行 札幌市
7977 岡　部　清　治 標津走友会
7978 新　沼　　　径 東京都
7979 大　嶽　和　也 静岡県
7980 秋　沢　貴　雄 埼玉ふじみ野市
7981 北　川　孝　行 ＨＤＣ
7982 佐　藤　暢　俊 西岡第一病院
7983 井　上　　　剛 広島県
7984 友　山　　　剛 いのちだいじに
7985 福　田　康　晴 ベル２４

7986 寺　島　直　人 札幌市
7987 尾　方　基　彦 標茶町
7988 高　橋　章　太 神奈川県
7989 松　藤　一　樹 札幌市
7990 柳　沢　一　弥 魚長
7991 高　崎　克　秋 ジャンクヤード
7992 菊　地　健　太 札幌市
7993 吉　田　正　見 鉄道運輸機構
7994 鈴　木　稔　幸 雪印メグミルク
7995 佐々木　修　一 東京陸協
7996 鈴　木　　　収 ＮＴＴアカシア
7997 小　林　健　一 札幌市
7998 藤　田　健太郎 福島県
7999 浜　口　朋　史 ＭＳＡ
8000 荒木地　　　剛 安全ブレーキ
8001 南　澤　哲　也 日刊スポーツ
8002 下　中　弘　之 道南ＲＣ
8003 登　石　　　守 佐藤工業
8004 高　橋　敏　彦 どん亀
8005 斉　藤　　　淳 神奈川県
8006 松　崎　明　夫 クラブＲ２東
8007 原　田　康　正 埼玉県
8008 北　村　公　一 札幌市
8009 西　宮　禎　宏 旭川市
8010 橋　本　忠　浩 岩見沢市
8011 佐々木　敏　則 室蘭バームス
8012 永　岡　竜　一 ながおか治療院
8013 山　室　孝　之 鉄道弘済会
8014 小　玉　拓　朗 札幌市
8015 伊　藤　和　光 東京都
8016 後　久　晃　広 札幌市
8017 飯　塚　延　宏 Ｒ２東日本
8018 齋　藤　　　仁 山形県
8019 菅　原　幸　博 茨城県
8020 館　岡　　　馨 クラブＲ２東日
8021 小　原　寿　和 千葉県
8022 竹　内　仁　哉 大人ラン部
8023 山　辺　裕　史 東京都
8024 川　井　晟　司 上富良野ＲＣ
8025 百　武　宏　之 神奈川県
8026 新　垣　博　明 南建築事務所
8027 坂　下　聖　児 オマーン国際Ｒ
8028 西　田　弘　樹 東京陸連
8029 畑　端　良　一 札幌市
8030 小野原　浩　義 福岡県
8031 藤　本　和　真 秋田県
8032 井　上　正　純 西国走らん会
8033 永　田　直　樹 札幌市
8034 清　水　勝　之 兵庫県
8035 角　　　弘　樹 モーランズ
8036 原　田　幸　治 道立精保センタ
8037 石　川　　　操 でぃらん
8038 澤　田　浩　一 ＴＥＡＭＲ＆Ｔ
8039 濱　田　光　男 徳島県
8040 小　山　　　等 愛知県
8041 松　岡　正　恵 札幌市
8042 翁　　　正　明 ＷｉｎｄＲｕｎ
8043 中　田　一　成 大阪府
8044 平　良　彰　規 沖縄県
8045 川　幡　　　聡 東京都
8046 芦　原　祥　文 愛知県
8047 小　幡　善　生 ＡＰＨ
8048 中　嶋　英　樹 札幌市
8049 高　山　義　治 大阪陸協
8050 佐々木　未　来 札幌市
8051 高　野　　　毅 札幌市
8052 坂　本　保　和 ｙａｓｕｚｏ
8053 三　浦　雄　太 マンモス
8054 村　岸　拓　郎 むらたく
8055 田　中　正　治 マツラン
8056 佐　藤　優太郎 らくまかＡＣ
8057 歯朶原　一　久 北摂ランナーズ
8058 田　中　啓　之 札幌市
8059 宮　崎　郁　夫 愛知県
8060 和　泉　雅　也 赤レンガ走友会
8061 吉　井　宏　信 兵庫県
8062 佐々木　壮　一 島牧ＲＣ
8063 新　倉　　　進 東京都
8064 細　川　　　求 大地＆友
8065 三　嶋　雅　弘 札幌市
8066 澤　木　裕　一 ＣＲＣ
8067 上　西　光　義 北広島ＲＣ
8068 菅　原　竜　也 ＦＢＪＴＯＭＡ
8069 長谷川　　　豊 愛知県
8070 安　達　英　一 アクロスＪ
8071 永　水　聡　史 福岡県
8072 中　谷　喜　啓 侍ＳＯＵＬ
8073 山　下　幸　治 大阪城走ろう会
8074 菊　池　光　春 ｓｓｋｍｃ
8075 ＳＥＩＯ　ＴＡＫＡＹＵＫＩ 札幌市
8076 増　子　正　寛 Ｍスピード
8077 岩　切　敏　晃 埼玉県
8078 新　山　誠　二 ＯＴＲＣ
8079 谷　本　　　光 北竜ひまわり整
8080 柳　田　康　弘 群馬がんセンタ
8081 三　谷　廣　明 広島県
8082 金　子　　　勝 青梅陸上競技会
8083 高　瀬　鐵　藏 ｏｐｅｎ
8084 栗　原　弘　行 神奈川県
8085 丸　山　真　平 ベル２４
8086 南　井　正　弘 東京都
8087 根　本　　　卓 大日本印刷
8088 上仮屋　敏　美 大日本印刷
8089 坂　　　隆　昭 岐阜県
8090 松　本　洋　平 東京都
8091 髙橋　かつとも 札幌市議会
8092 堺　　　隆　一 チーム鳳
8093 五十嵐　仁　樹 ＳＡＴＡ

…日本陸上競技連盟登録競技者
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8094 須　長　忠　之 ねっとらん札幌
8095 香　川　　　博 東京都
8096 徳　重　義　勝 江別市
8097 矢　内　利　行 池上学園
8098 石　川　佳　功 札幌静脈瘤ＣＬ
8099 高　石　健　一 網走市
8100 花　澤　清　貴 恵庭市
8101 岩　澤　　　功 札幌市
8102 黒　澤　和　弘 大樹町
8103 細　田　隆　介 札幌医科大学
8104 小　島　修　斗 札幌緑花会３Ｒ
8105 梶　山　　　修 新潟県
8106 入　江　敬　浩 東京都
8107 神　戸　洋　行 トヨタレンタ
8108 新　山　達　司 札幌市
8109 岩　佐　直　樹 Ｃ－ＯＮＥ
8110 河　野　　　隆 京都府
8111 丸　山　政　男 千葉県
8112 米　田　和　矢 ＪＡみついし
8113 阿　部　雅　一 折れない心ＲＣ
8114 樫　山　博　喜 岩内町
8115 松　原　琢　磨 北海道銀行
8116 佐　澤　　　陽 帯広厚生病院
8117 笹　枝　大　展 札幌市
8118 中　井　勝　則 孝子ランナーズ
8119 江　田　直　樹 札幌市
8120 佐　藤　　　浩 日通札幌
8121 今　井　健一郎 千歳市
8122 小　野　大　輔 復活の日
8123 目　黒　堅　司 札幌市
8124 料　治　武　彦 神奈川県
8125 横　山　新一郎 札幌市
8126 小　林　幹　彦 神奈川県
8127 阿　部　幸　男 個人
8128 西　川　博　信 東京都
8129 五十嵐　康　己 札幌厚生病院
8130 片　桐　　　敦 チームねねすけ
8131 加　藤　真　史 札幌市
8132 井　上　　　徹 別所ランクルズ
8133 久　保　光　弘 神奈川県
8134 池　田　京　支 高知県
8135 宮　城　貞　二 株式会社ヒカリ
8136 田　丸　順　啓 東京都
8137 加　藤　春　彦 ＴＥＡＭ最高美
8138 村　田　文　武 神奈川県
8139 沼　田　大　資 フォーシーズン
8140 吉　川　昌　宏 東京都
8141 高　橋　　　弘 埼玉県
8142 奥　原　賢　司 札幌市
8143 市　川　和　俊 高知県
8144 遠　藤　勇　祐 虎の門病院
8145 福　田　誠　治 エフテック
8146 西　田　　　浩 ＭＭＲＣ
8147 糸　島　徹　郎 千葉県
8148 坂　本　多　朗 札幌市
8149 岡　田　康　弘 バーミレニアム
8150 沢　田　好　章 豊走会
8151 多　田　幸　秀 滝川ビアーズ
8152 幌　岩　雄　二 札幌市
8153 宮　脇　寛　治 大阪府
8154 島　田　民　男 札幌北高
8155 寺　澤　　　亨 札幌市
8156 国　分　健　児 福島県
8157 畑　本　　　豊 苫小牧市
8158 福　島　重　仁 苫小牧市
8159 黒　丸　鉄　男 北見市
8160 宋　　　舜　鎬 横浜好走会
8161 岡　田　　　茂 島根県
8162 冨　永　正　治 京都府
8163 玉　川　哲　郎 兵庫県
8164 阿　部　浩　一 アクシスＲＣ
8165 脇　田　明　典 札幌市
8166 渡　邊　雅　勝 金曜走ろう会
8167 山　田　篤　範 楽生会
8168 工　藤　健　一 コニシ工営
8169 堀　　　三　男 札幌市
8170 佐　伯　敏　行 北見はしろう会
8171 小　林　誉　幸 札幌市
8172 城　戸　尚　志 札幌市
8173 菊　池　　　恵 北円山ＲＣ
8174 米　女　太　一 東京都
8175 藤　井　　　彰 新潟楽走会
8176 中　谷　勝　則 膳所
8177 後　藤　哲　也 六華ＲＣ
8178 青　柳　雅　信 ミツミ電機
8179 佐　藤　祐　一 旭川市
8180 山　口　紘　司 札幌市
8181 富　田　祐　介 斗南病院
8182 濱　　　隆　一 札幌陸協
8183 西　岡　博　幸 ちゃんひろ
8184 林　　　光　彦 札幌市
8185 山　口　信　一 ライフライン
8186 田　村　　　亨 宮城県
8187 千　葉　弘　行 東京都
8188 杉　本　照　雄 札幌市
8189 柏　　　正　俊 武蔵野陸協
8190 晴　披　和　仁 旭川市
8191 三　舩　善　和 神奈川県
8192 小　林　　　誠 アミノ小金井
8193 松　本　隆　志 新ひだか町ＲＣ
8194 渡　辺　英　樹 新ひだか町ＲＣ
8195 青　木　克　之 群馬県
8196 藤　谷　直　輝 イブリジニー
8197 四牟田　清　一 熊本県
8198 大　杉　佳　裕 兵庫県
8199 水　口　　　守 帯広市
8200 廣　田　　　岳 ナラサキＡＣ
8201 関　根　和　夫 司法書士ＲＳ

8202 新　井　健　久 岡山陸協
8203 早　坂　　　真 東京都
8204 石　橋　哲　夫 神奈川県
8205 安　井　昌　博 ＫＡＣ
8206 井　上　勇　治 東京都
8207 窪　美　　　靖 長野県
8208 久保田　敬　典 南ケ丘病院
8209 向　井　　　修 道マラソンク
8210 鈴　木　航　平 士別市
8211 小　松　秀　人 恵比寿ＲＣ
8212 中　田　征　男 恵庭市
8213 千　葉　昭　彦 ヤキオレ会
8214 佐々木　　　勝 留萌走ろう会
8215 湯　浅　芳　和 滝川ビアーズ
8216 磯　　　健　人 東京都
8217 多　田　広　幸 埼玉県
8218 野　田　　　毅 新琴似ＭＣ
8219 長谷川　隆　行 長谷川軍団
8220 相　川　裕　明 千葉県
8221 和　田　　　進 ＡＳＡＰ
8222 岡　　　直　人 札幌市
8223 戸　田　尚　憲 愛知県
8224 兼　子　宗　也 札幌市社協
8225 やまぐち　なおき 帯広市
8226 里　村　美喜夫 アロハスター
8227 平　木　健　一 製銑走れるん会
8228 金　子　　　学 ユルマラソン
8229 端　谷　喜　博 富山県
8230 飯　田　郷　一 岡田設計札幌
8231 南　沢　佳　孝 東京都
8232 岡　田　雄　一 埼玉陸上競技会
8233 熊　谷　浩　志 福岡県
8234 萩　原　義　徳 神奈川県
8235 松　本　禎　生 札幌市
8236 坂　井　　　隆 六華ＲＣ
8237 賀　川　真　吾 千葉県
8238 橋　爪　雄　佑 東ソー
8239 岸　本　　　剛 チーム沼田
8240 木　俣　　　修 函ラ２４
8241 本　田　　　晃 ＨＡＳ
8242 大　庭　久　和 Ｒｏｙａｌｓ
8243 池　田　澄　人 兵庫県
8244 真　野　善　夫 東京都
8245 今　村　圭　司 京都府
8246 大　滝　林太郎 タマムラ
8247 松　浦　　　浩 目指せサブ４
8248 福　島　八　束 東京都
8249 藤　井　亮　爾 札幌市
8250 矢久保　　　学 パルプンテ
8251 永　山　　　肇 ニセコバス
8252 前　田　健太郎 東京都
8253 佐　藤　佳　大 ＯＣＴＶ
8254 髙　橋　友　明 クラブＲ２
8255 淡　路　拓　矢 札幌市
8256 能代谷　太　希 札幌市
8257 齋　藤　　　哲 湘南ＲＣ
8258 海　野　幸　夫 新潟県
8259 今　井　誠一郎 ｓｈｉｍｚ
8260 菅　野　　　淳 浦人ＲＣ
8261 盛　永　航　平 公務員
8262 佐　藤　晋　佑 札幌市
8263 鈴　木　　　茂 東京都
8264 堀　口　大　介 東京都
8265 深　澤　　　洋 第一三共陸上部
8266 駒　崎　直　己 埼玉県
8267 大　矢　洋　二 東京都
8268 一ノ瀬　悠　之 千歳酔いどれＲ
8269 古　橋　慎　矢 大塚製薬
8270 宮　埜　好一郎 なにわＭＣ
8271 山　下　　　司 札幌市
8272 斉　藤　秀　明 神奈川県
8273 佐　藤　啓　之 マンプク
8274 馬　場　雅　樹 ＭＲＣ
8275 高　田　周　作 東京都
8276 三ヶ尻　　　聡 ｅＡ北海道
8277 長　田　寿　和 札幌市
8278 加　茂　　　元 六十里越を走う
8279 西　山　隆　司 京都府
8280 横　田　　　清 道マラソンク
8281 三　浦　　　洋 東京都
8282 柏　木　和　敏 大阪府
8283 前　田　憲　治 大阪陸上競技協
8284 佐　藤　　　均 天理教北士教会
8285 前　田　秀　明 兵庫県
8286 田　中　　　尊 チームリカ
8287 澤　谷　匡　寛 やき鳥キィー
8288 千　田　敏　晴 徳島県
8289 髙　橋　　　亨 ビール飲み隊
8290 山　口　勝　美 大阪府
8291 森　　　鉄　也 愛知県
8292 天　池　　　晃 ＡＭＡＲＣ
8293 多々良　　　貢 行田公園走友会
8294 舩　越　俊　明 大阪府
8295 谷　江　　　篤 江別市
8296 安　田　　　淳 神奈川県
8297 相　馬　健　一 東京都
8298 番　匠　裕　之 カタツムリＡＣ
8299 青　山　知　広 神奈川県
8300 木　村　岳　弘 ＩＮＯ
8301 正　木　芳　孝 北あかり
8302 坂　村　浩　史 大阪マスターズ
8303 山　田　裕　人 札幌市
8304 高　梨　　　紀 東京都
8305 増　澤　由　人 札幌市
8306 高　橋　尚　人 東京都
8307 白　川　次　雄 札幌市
8308 嵯　峨　啓　顕 クラブＲ２沖縄
8309 倉　橋　伯　郎 広島県

8310 後　藤　泰　孝 ◎美園５１０◎
8311 吉　川　政　司 ＡＣＷ
8312 田　原　正　己 玉田産業
8313 若　林　　　学 東京都
8314 迫　川　友　博 株式会社カネカ
8315 関　井　隆　文 株式会社カネカ
8316 松　島　　　豊 株式会社カネカ
8317 片　岡　　　勇 東京都
8318 山　本　雅　之 大阪府
8319 杉　田　正　文 大阪府
8320 吉　野　　　英 千葉県
8321 安　藤　宗　忠 東京都
8322 森　野　嘉　一 千葉県
8325 北　井　敦　司 広島県
8326 加　嶋　慎　也 ＫＲＣ
8327 畑　中　英　人 青森県
8328 小　池　光　成 愛知県
8329 加　藤　剛　志 キャラサラ
8330 白　川　龍　生 北見工大雪氷研
8331 林　田　昭　彦 大阪府
8332 堀　野　宏　一 チームぷっ
8333 正　喜　忠　臣 旭川市
8334 野　陳　恵　一 パッチ＆ラブ
8335 城　畑　孝　康 札幌市
8336 阿　部　明　彦 橘湾岸ＳＣ
8337 丸　山　寿　幸 夢つべつ
8338 宮　武　琢　朗 タクランケ
8339 江　良　康　之 ヤマザキ
8340 堀　口　康　太 宮崎県
8341 志　村　大　祐 東京都
8342 伊　東　幹　生 美唄市
8343 直　井　　　淳 アロハランナー
8344 弘　田　武　志 千葉県
8345 春　日　宗　充 東京都
8346 勝　村　信　夫 帯広ランナーズ
8347 残　間　博　志 ＡＩの里
8348 吉　田　宏　幸 西江建設（株）
8349 村　上　雅　史 ホクシン
8350 柳　井　　　樹 東京都
8351 川　本　　　玄 総務省行政相談
8352 森　田　健　司 東京都
8353 齋　藤　　　力 庄内ゆるＲＡＮ
8354 桑　原　　　学 桑原ビジネス
8355 松　岡　正　憲 フタガミ
8356 皆　内　康一郎 クラブＲ２北海
8357 藤　井　　　偉 アルデバラン
8358 田　中　昭　広 オレンジハウス
8359 坂　本　孝　司 ＮＴＴＤ中国
8360 藤　井　雅　義 東京都
8361 柴　﨑　和　男 埼玉陸協
8362 冨　澤　義　浩 うさおＲＣ
8363 日野林　譲　二 青山ＪＦＣ
8364 柴　田　隆　史 東京都
8365 吉　田　勉　幸 ヨシダ学舎
8366 橋　本　一　彦 橋本ＲＣ
8367 丸　山　達　夫 ＲＣぃま～の
8368 岩　下　一　郎 バンバンクラブ
8369 天　木　雅　和 七飯町
8370 西　村　泰　史 橋本ＲＣ
8371 佐々木　　　洋 兵庫県
8372 山　本　浩　之 東京都
8373 関　田　真　也 ＴＥＡＭ茎崎
8374 木　村　健　一 ＴＤＪ青森
8375 小　野　寿　朗 宮城県
8376 長　浜　弘　道 堀江病院
8377 奥　山　千可範 遠軽町
8378 鎌　田　　　武 ＫａｍａＲｕｎ
8379 滝　澤　恒　基 千葉県
8380 平　田　憲　次 月形ランナーズ
8381 木　下　唯　志 愛知県
8382 大　石　尚　史 ＳＪＦＣ
8383 小　田　義　隆 東京都
8384 森　岡　雅　裕 チームモーラス
8385 田　中　振　一 東京都
8386 増　谷　雅　道 東京都
8387 大　友　俊　一 帯広市
8388 中　島　秀　一 グリコ
8389 角　　　浩　一 岳ＲＵＮ
8390 高　橋　和　義 新発田病院
8391 浅　井　俊　行 ＯＮＥＴＯＫＹ
8392 有　馬　孝　行 千葉県
8393 中　西　　　一 東京都
8394 原　山　一　哉 山梨県
8395 牧　野　　　実 札幌市
8396 林　　　高　久 チームランビュ
8397 福　田　浩　樹 東京都
8398 吉　田　信　一 札幌市
8399 石　井　博　和 彩のかがやき
8400 澤　田　泰　雄 和歌山県
8401 伊集院　琢　磨 庄内ＲＵＮ３
8402 入　口　祐　一 愛知県
8403 坂　本　哲　雄 山梨県
8404 江　口　知　臣 札幌市
8405 南　場　英　敏 一反もめん
8406 渡　邊　　　透 神奈川県
8407 木　山　昌　一 岡山県
8408 藤　本　純　一 ふんころがし
8409 宮　田　佳　幸 札幌開成中等
8410 大　植　美樹夫 北見市
8411 吉　川　直　哉 札幌市
8412 岡　田　好　広 岐阜県
8413 岡　田　雄　真 岐阜県
8414 兼　田　達　朗 ＮＯＳＡＩ
8415 近　松　正　博 チーム優衣拓真
8416 松　島　卓　矢 札幌市
8417 宮　沢　靖　彦 滝川西小
8418 金　津　悠　大 千葉県
8419 津　田　憲　志 大阪府

8420 佐　藤　謙　介 札幌市
8421 中　山　博　樹 神奈川県
8422 倉　橋　智　也 東海ＨＲＣ
8423 高　橋　　　勇 凡人ＲＣ
8424 中　川　勇一郎 ＡＢＮ３８
8425 宮　本　幸　紀 札幌市
8426 岩　田　　　敦 ＦＣ　ＥＤＵ
8427 木　原　　　将 チーム緑ガメ
8428 小　松　敏　之 東京都
8429 冨　田　正　和 江戸一ＲＣ
8430 瀧　本　英　史 散髪堂タキモト
8431 岩　間　倫　秀 六華ランナーズ
8432 金　子　幸　男 茨城県
8433 鈴　木　拓　也 愛知県
8434 長　岡　秀　彦 東京都
8435 金　子　　　剛 東京都
8436 小　川　真一郎 埼玉県
8437 紙　本　和　尚 シン技術走友会
8438 大　谷　朝　彦 ベオーネＡＣ
8439 鈴　木　敦　史 宝塚の男
8440 湯　淺　圭　介 札幌市
8441 馬　淵　洋　志 ＲＯＵＮＤ５
8442 浜　岡　雅　之 広島県
8443 土　手　康　行 虎吉ランナーズ
8444 篠　原　史　彦 東京都
8445 古　川　竜　生 神奈川県
8446 小　野　賢　哉 Ｋ＆ＫＢＣ札幌
8447 辻　　　博　明 網走市
8448 陳　　　子　浩 ｂｅｓｔ
8449 高　久　英　徳 札幌市
8450 堀　尾　慶　彦 石中一期ＹＰ
8451 大　野　浩　司 東京都
8452 嶋　村　秀　司 師走ランナー
8453 佐　藤　晴　彦 美幌町
8454 丸　繁　清　正 広島県
8455 秋　山　茂　則 イカレポンチ研
8456 上　野　正　博 愛知県
8457 河　野　　　仁 最高美
8458 芳ヶ迫　豊　光 神奈川県
8459 森　　　宏　之 大阪府
8460 岩　嵜　和　男 西友
8461 久　保　　　亮 トンラジＲＷＣ
8462 矢　治　　　光 東京都
8463 島　尻　淳　樹 神奈川県
8464 渋　谷　慶　輔 札幌市
8465 中　井　雅　之 東京陸協
8466 志　水　崇　浩 日本ライフライ
8467 齊　藤　　　有 あいの里ＲＵＮ
8468 山　田　崇　史 東京都
8469 疋　田　佳　彦 大阪マスターズ
8470 岸　田　　　寛 大阪府
8471 秋　谷　裕　幸 愛媛大学
8472 河　西　晴　彦 足湯＋ξ⊃
8473 後　藤　　　淳 ＠ｂｏｕｔＲＣ
8474 丸　山　正　雄 ＭＰＥＶ４９４
8475 上　林　邦　洋 苫小牧市
8476 岡　林　和　志 東京都
8477 山　本　　　樹 ２Ａ－ＩＮＴ
8478 宮　田　博　己 ほっかバル
8479 畠　山　喜　則 東京都
8480 衛　藤　　　豊 愛知マスターズ
8481 清　水　達　矢 札幌市
8482 沖　兎　昭　洋 愛知県
8483 若　林　弘　樹 神奈川県
8484 吉　見　昇　平 すみラン
8485 岩　谷　和　義 らくまかＡＣ
8486 小　西　伸　一 札幌市
8487 藤　原　喜一郎 桜窯
8488 大　石　　　正 ＪＡふらの
8489 宮　崎　栄　二 新英金属
8490 江　川　正　和 岐阜県
8491 沖　田　直　哉 Ｇｏ　ｕｐ
8492 竹　内　新　也 兵庫県
8493 柳　迫　富美也 走健塾
8494 深　井　啓　史 大阪府
8495 岩　田　圭　佑 寒地土木研究所
8496 福　永　貴　之 ＵＳＡＭＩＲＣ
8497 牧　野　秀　和 札幌市
8498 森　田　裕　一 東京
8499 阿　部　俊　博 南仙台走友会
8500 岡　村　　　章 福岡県
8501 柳　　　文　治 熊本市医師会
8502 小　林　恭　平 札幌市
8503 程　田　昌　明 ｉｇ横浜
8504 倉　田　憲　明 愛知県
8505 石　井　健一郎 札幌市
8506 大和田　　　能 はみだしＲＵＮ
8507 市　井　彰　人 埼玉県
8508 高　橋　立　樹 香川県
8509 進　藤　康　洋 小松末広走友会
8510 一ノ瀬　　　実 旭川おやぢ
8511 寺　澤　　　正 ｓ．ｐ．ｍ
8512 細　川　肇　之 栃木県
8513 藤　井　昭　夫 広島県
8514 園　部　成　章 札幌市
8515 中　村　　　宏 大阪府
8516 高　松　　　隆 ワイルドピッチ
8517 平　澤　　　泰 札幌市
8518 田　口　和　輝 東京都
8519 土　方　和　也 Ｒ２東日本
8520 堤　　　俊　輔 裏参道ＲＣ
8521 箱　崎　晋　司 湯高陸上部ＯＢ
8522 中　谷　泰　明 兵庫県
8523 田　渕　恭　兵 東京都
8524 小佐妻　延　郎 アキランメイツ
8525 杉　山　照　晃 ホッカン
8526 本　橋　謙　二 道建工事
8527 広　瀬　成　彦 千歳市
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8528 檜　山　　　徹 ＢＦＣ
8529 新　　　政　文 Ｔｓ’ｆａｎｓ
8530 岸　本　錠　二 埼玉県
8531 大曽根　　　悠 東京都
8532 鍋　山　兼　一 福岡県
8533 中　村　正　敏 東京海上日動
8534 柴　田　弘　輝 宮城県
8535 藤　原　健　典 福岡県
8536 浅　川　晴　俊 甲斐市陸協
8537 園　田　啓　之 東京都
8538 木　村　周　平 兵庫県
8539 高　橋　清　人 岩手県
8540 秋　葉　　　隆 千葉県
8541 谷　本　雅　則 ｗＴＥＲ
8542 山　田　啓　昭 札幌市
8543 阿　部　弘　亨 ＡＲＣ４０
8544 近　沢　照　久 伴走フレンドリ
8545 高　松　富　也 大阪陸協
8546 関　根　　　司 札幌市
8547 川　中　勇　則 自衛隊
8548 庄　司　寿　浩 東京都
8549 宮　崎　　　恭 東京都
8550 安　藤　浩太郎 玉堤サンズ
8551 中　川　幸　浩 北海道エネルギ
8552 前　田　一　朗 鳥取県
8553 天　野　聡　介 大阪府
8554 中　田　大　輔 函館稜北病院
8555 影　井　孝　弘 神奈川県
8556 鶴　見　尚　生 千葉県
8557 作　田　陽　佑 苫小牧市
8558 津　田　哲　昌 東京都
8559 近　江　祐　樹 株式会社カネカ
8560 喜　多　悠　貴 株式会社カネカ
8561 北　川　貴　彦 株式会社カネカ
8562 二　木　隆　夫 株式会社カネカ
8563 長谷川　　　一 株式会社カネカ
8564 山　中　滉　大 株式会社カネカ
8565 石　川　哲　行 株式会社カネカ
8566 中　谷　佑　太 エアＧ
8567 村　川　瑞　生 千葉県
8568 橋　本　裕　章 札幌トヨペット
8569 佐　藤　　　景 平和不動産
8570 宮　崎　幸　博 平和不動産
8571 菊　池　慶　大 平和不動産
8572 福　田　直　樹 神奈川県
8573 松　山　　　凱 埼玉県
8574 横　田　知　樹 東京都
8575 佐　藤　貞　和 福島県
8576 松　本　正　悟 愛知県
8577 竹　内　　　翼 札幌市
8578 岩　舘　　　悠 宮城県
8579 杉　本　肇　二 千歳市
8580 栄　福　洋　人 神奈川県
8581 加　藤　亮　輔 東京都
8582 坂　下　清　隆 帯広市
8583 桐　生　宇　優 北雄ラッキー㈱
8584 近　野　怜　央 びわ湖成蹊大学
8585 石　濱　真　一 茨城県
8586 稲　本　健　一 東京都
8587 吉　村　慎　吾 千葉県
8588 杉　本　徹　也 愛知県
8589 関　根　　　亮 東京都
8590 渡　邊　正　也 大阪府
8591 千　田　竜　矢 大阪陸協
8592 野　崎　　　猛 兵庫県
8594 坂　本　英　夫 大日本印刷
8595 板　垣　健　悦 大日本印刷
8596 松　嵜　　　弘 大日本印刷
8597 寺　山　祐　介 大日本印刷
8598 馬　橋　　　俊 大日本印刷
8599 沼　野　芳　樹 大日本印刷
8600 山　田　康　介 更別村
8601 平　沢　　　修 函館市
8602 藤　森　健　太 札幌市
8603 駒　屋　　　聡 東京都
8604 小見門　　　恵 東京都
8605 前　後　　　稔 江別市
8606 高見沢　章　弘 千葉県
8607 九　石　研　一 神奈川県
8608 殿　山　周　平 愛知県
8609 廣　瀬　文　慎 千葉県
8610 浅　野　　　剛 千葉メディカル
8611 伊　藤　健太郎 ＦＲ塾
8612 村　上　真　也 東京都
8613 松　田　　　勉 神奈川県
8614 三　島　久　典 札幌円山整形
8615 亀　山　典　生 札幌市
8616 原　田　旅　生 札幌市
8617 菊　池　直　哉 北広島市
8618 足　利　英　亮 札幌市
8619 仁　井　勝　吾 札幌市
8620 楠　美　　　敦 札幌市
8621 上　月　佑　真 小樽市
8622 黒　崎　剛　志 標茶町
8623 佐　藤　隆　治 旭川市
8624 土　井　健　志 札幌市
8625 中　村　将　裕 千歳市
8626 福　井　直　輝 札幌市
8627 湯　浅　克　昭 岩見沢市
8628 松　山　哲　郎 札幌市
8629 杉　田　円　和 よつ葉乳業
8630 小　林　和　貴 札幌市
8631 鳥　山　航　進 ホクレン
8632 西　野　　　諒 ＤＮＰ
8633 中　山　涼　太 札幌市
8634 渕　上　　　顕 （株）ムトウ
8637 相　馬　佳　卓 北見市
8638 宮　本　武　直 宮本歯科

8639 吉　岡　　　章 東京都
8640 福　島　　　敦 札幌市
8641 奈良井　治　彦 Ｒ２東日本
8642 山　家　裕　一 札幌市
8643 高　椋　勇　一 千歳市
8644 最　上　拓　児 千葉県
8645 岩　村　正　憲 千葉県
8646 小　林　將　訓 神奈川県
8647 古　川　浩　樹 埼玉県
8648 松　本　修　二 クラブＲ２東北
8649 森　　　州　宏 神奈川県
8650 和　田　宗一郎 札幌市
8651 栗　山　貴　行 東京都
8652 濱　辺　和　明 福岡運輸
8653 倉　田　真　充 札幌市
8654 杉　田　浩　治 株式会社花森
8655 田　中　　　拓 札幌市
8656 鮫　川　智　徳 埼玉県
8657 塚　田　康　祐 道マラクラブ
8658 石　川　祐　樹 夢道場
8659 対　馬　俊　之 ビール飲み隊
8660 今　野　賢　亮 札幌市
8661 縣　　　尚　人 ＭＭＥ
8662 岡　本　　　淳 愛知県
8663 岡　藤　　　宏 広島県
8664 横　尾　達　郎 三重県
8665 吉　田　卓　己 苫小牧市
8666 西　山　　　慶 東京都
8667 高　橋　貴　仁 愛知県
8668 中　山　昌　宏 埼玉県
8669 浦　川　悟　志 大阪府
8670 葛　西　祐　介 札幌市
8671 柳　田　尚　哉 Ｒ２北海道
8672 佐　藤　勇　実 チームとんかつ
8673 寿松木　　　航 千葉県
8674 宮　本　　　朗 ＲＵＮにゃーず
8675 菊　池　陽一朗 東京都
8676 中　塚　章　浩 札幌市
8677 加　藤　晃　久 スマイリー
8678 東　　　一　佳 茨城県
8679 杉　浦　　　大 千葉県
8680 金　原　峰　慶 大阪陸協
8681 江　口　彰　人 ＭＧＡ
8682 佐　藤　真　也 ＺＢ
8683 西　井　　　太 ふーたんＲＣ
8684 佐　竹　　　仁 チームさたけ
8685 寺　井　健　悟 東ソー
8686 石　井　博　暁 道マラソンク
8687 富　山　浩　靖 東京都
8688 山　本　泰　弘 滋賀県
8689 山　西　正　基 千葉県
8690 堀　田　大　介 ＲＲＲＣ
8691 和　田　栄　二 札幌市
8692 前　田　　　仁 札幌市
8693 中　村　尚　人 チーム乱ネット
8694 齋　藤　佐登美 レブンイーグル
8695 近　藤　英　司 北海道大学病院
8696 大　森　　　豊 Ｐ＆Ｌ＆Ｌ
8697 島　岡　達　郎 東京都
8698 関　　　聖　二 ｍｙＴｕｒｎ
8699 菊　地　宣　明 札幌市
8700 森　本　和　真 愛媛県
8701 松　尾　拓　真 札幌市
8702 谷　口　浩二郎 鍼灸健壮院滝川
8703 鈴　木　寛　史 ＪＲＭＣ
8704 三　上　真　秀 札幌市
8705 澤　田　　　修 函館市
8706 水　口　達　志 ＴＲＩＤＥＮＴ
8707 菊　池　　　凱 ＫＰＭＧ
8708 中　島　　　諭 札幌市
8709 楢　山　　　透 七飯町
8710 佐　藤　　　勉 文化放送
8711 佐　藤　　　剛 マルコシ
8712 小　川　英　宏 ＴＯＭＲＣ
8713 品　田　陽太朗 公務員
8714 藤　田　貴　久 ＮＯＭＡクラ
8715 中　田　善　仁 旭川中央ＰＳ
8716 高　橋　拓　也 大晴の家
8717 木　谷　嘉　孝 ママス＆パパス
8718 富　沢　　　覚 滝川地区消防
8719 松　田　直　樹 エムスポルト
8720 佐　藤　裕　介 群馬県
8721 楠　原　浩　之 さくら病院
8722 清水野　　　隆 上富良野町
8723 大　里　武　司 青森県
8724 山　縣　　　潤 札幌市
8725 矢　野　憲　一 ＲＲＴ
8726 本　田　利　博 本田燃料電器
8727 沼　田　伸　夫 ＤＳ
8728 石　井　久　夫 ちばりよ～ＲＣ
8729 今　井　悦　史 グッジョブ
8730 五十嵐　利　治 拓殖大学
8731 山　口　淳　一 札幌陸協
8732 堀　内　孝　明 愛知県
8733 石　井　　　巧 スマートスポ
8734 飯　原　康　広 広島県
8735 菊　池　慧　介 道新若林
8736 中　坊　　　壯 京都府
8737 木　村　好　一 大阪府
8738 大須賀　章　哲 苫小牧民報
8739 間　室　孝多朗 新京成競技部
8740 藤　代　　　尚 札幌市
8741 瀬　戸　孝　仁 三重県
8742 原　　　健　二 ＫＦＮ
8743 伊　藤　千　聡 静岡県
8744 清　水　健　夫 東京都
8745 岸　　　哲　夫 東京都
8746 吉　村　朋　幸 帯広ランナーズ

8747 三　上　大　志 柏町整形外科
8748 武　市　洋　司 神奈川県
8749 畠　山　和　美 札幌市役所
8750 斉　藤　弘　規 札幌市
8751 高　田　　　巧 網走ＵＲ
8752 佐々木　哲　朗 橋本山岳部
8753 鬼　山　哲　雄 兵庫県
8754 松　永　　　崇 札幌市
8755 千　葉　伸　一 北千ＧＳＶＣ
8756 木　幡　　　剛 札幌市
8757 岸　本　英　丈 千葉県
8758 田　村　　　聡 札幌市
8759 伊　崎　　　崇 東京都
8760 岩　崎　寛　治 オニオンバンド
8761 佐々木　康　治 石川県
8762 澤　田　裕　昭 札幌市
8763 佐々木　和　也 札幌市
8764 小　島　正　裕 東京都
8765 大　高　　　淳 東京都
8766 伊　藤　　　研 和牛を目指す会
8767 熊　野　貴　之 大阪府
8768 藤　原　英　之 神奈川県
8769 佐　藤　健　一 石タカＡＣ
8770 片　山　賢　治 兵庫県
8771 山　本　博　三 兵庫県
8772 西　野　弘　晃 山口県
8773 篠　崎　孝　幸 東京陸協
8774 冨久尾　　　崇 江別市
8775 小　島　健　輔 茨城県
8776 小日向　正　大 東京都
8777 西　岡　哲　也 札幌市
8778 黒　岡　和　巳 大阪府
8779 城　戸　孝　太 神奈川県
8780 村　木　雄　哉 三重県
8781 西　沢　哲　也 道南ＲＣ
8782 上　杉　嘉　邦 京都府
8783 古　山　昭　弘 岐阜県
8784 佐　野　貴　大 札幌市
8785 信　田　一　志 帯広市
8786 横　山　正　輝 Ｒ２北海道
8787 中　島　和　弘 札幌市
8788 岡　田　高　文 神奈川県
8789 清　水　恒　輔 札幌市
8790 柿　崎　義　史 札幌市
8791 和　田　浩　平 三重県
8792 池　田　啓一郎 駒場ランナーズ
8793 北　河　　　潤 なし
8794 後　藤　健　作 ＧＴＯ
8795 佐々木　龍　一 旭川市
8796 一　杉　卓　司 リブレ食品
8797 中　島　悠　雄 チーム朋子
8798 藤　井　由　啓 宗谷総合
8799 中　西　大　輔 八雲総合病院
8800 鎌　塚　貴　矢 ＢＩＡＮＣＯ
8801 大　越　建　治 ＧＯＲＥ
8802 倉　田　義　明 ラトゥール
8803 田　畑　　　顕 札幌市
8804 芹　澤　大　輔 神奈川県
8805 荒　田　　　崇 ＴｅａｍＰＵＢ
8806 内　田　英　利 Ｚｅｒｏ
8807 芝　　　勇　作 兵庫県
8808 清　水　伸　一 雄武町
8809 高　橋　　　彰 高松和彦筋肉部
8810 藤　村　信　洋 約四条
8811 工　藤　秀　之 北広島市
8812 西　山　亮　介 北海道銀行
8813 村　山　直　昭 札幌市
8814 大　西　達　也 札幌市
8815 澤　里　　　仁 橋本山岳部
8816 西　田　圭　一 札幌市
8817 江　川　佳　宏 東京都
8818 植　木　建　朗 千葉県
8819 高　野　正　和 クロスブレイス
8820 大　江　　　建 札幌市
8821 松　本　浩　治 函館走ろう会
8822 石　井　　　修 京都府
8823 川　島　龍　憲 愛知県
8824 堀　　　利　一 丹野塾
8825 兵　道　邦　央 切磋タクマーズ
8826 山　中　紀　良 札幌市
8827 熊　谷　建　宏 小樽市消防本部
8828 織　田　岳　志 斗南病院
8829 木　村　順　一 大阪府
8830 宮　部　貴　史 Ｓｉｄｅ－Ｂ
8831 土　屋　賢　吾 札幌地裁
8832 大久保　佑　樹 大泉スマラン
8833 中　島　康　成 北海道ポラコン
8834 高　田　圭　介 福岡県
8835 田　中　隆　一 愛知県
8836 高　木　　　賢 ＮＴＴアカシア
8837 本　山　太　一 Ｃ３ＣＲ
8838 萩　原　義　晃 日本郵政
8839 小　林　　　聖 札幌市
8840 澤　田　雄　太 札幌市
8841 竹　谷　政　利 京都府
8842 佐々木　清　治 兵庫県
8843 工　藤　　　優 東京都
8844 笠　原　　　慎 札幌市
8845 表　　　俊　輔 函館五稜郭病院
8846 橋　本　祥　希 埼玉県
8847 杉　谷　邦　雄 ＭＳＮＷ
8848 才　川　大　介 斗南病院ＲＣ
8849 下　橋　俊　文 ムーンスター
8850 伊　東　幹　也 伊東家ファミマ
8851 鈴　木　　　崇 札幌市
8852 吉　岡　哲　志 旭ジョガーズ
8853 伊　藤　弘　樹 札幌市
8854 細　田　利　史 ランセット

8855 鈴　木　浩　太 北２４条会計
8856 志　村　智　仁 埼玉県
8857 久　世　瞬　一 ベオーネ
8858 田　中　総　介 東京都
8859 小田島　秀　一 ＣＳＳ
8860 鈴　木　淳　一 帯広市
8861 小　石　拓　也 ＴＫＢ
8862 山　崎　昭　義 綿谷塾
8863 長　坂　健　大 愛知県
8864 小　原　慎　司 市立札幌病院
8865 鈴　木　　　真 札幌市
8866 東　　　明　世 ドランカーズ
8867 佐　藤　世志人 第一三共陸上部
8868 佐　野　宏　史 福岡県
8869 柏　原　壽　雄 千葉県
8870 甲　斐　秀　顯 札幌スポーツ館
8871 白　井　雄　大 埼玉県
8872 瀧　　　将　悟 焼肉もうもう苑
8873 藤　枝　純　一 札幌市
8874 小　倉　　　玄 東京都
8875 山　本　明　彦 チームｅｍｄａ
8876 石　井　貴　幸 大阪府
8877 八重樫　典　生 札幌市
8878 片　岡　敏　行 ＲＣサカモト
8879 美　藤　光　生 釧路ランナーズ
8880 原　田　堅　児 バスクリン
8881 塚　本　大　介 札幌市
8882 横　川　修　一 ＳＲＨ２０１５
8883 細　見　　　勉 神奈川県
8884 石　堂　敬　太 札幌市
8885 岡　山　和　也 あじさい薬局
8886 星　　　伸　昭 札幌市
8887 原　田　　　俊 帯広市
8888 清　藤　裕　也 ＳＥＩ　ＳＥＩ
8889 宮　田　武　雄 岩田医院ＲＣ
8890 川　上　雅　人 東京都
8891 白　井　　　輝 長谷川塾
8892 出　口　昌　広 網走刑務所
8893 佐　藤　友　春 静岡県
8894 青　木　祐　輔 輔仁会ＲＣ
8895 夏井坂　光　輝 札幌市
8896 脇　坂　雅　志 神奈川県
8897 池　永　亮　介 千葉県
8898 野　澤　　　貴 東京都
8899 中　村　雄　一 札幌市
8900 粟　野　晋太郎 ◇萌佑会◇
8901 松　村　　　誠 東京都
8902 増　田　幸　司 埼玉県
8903 笹　　　昌　隆 大阪府
8904 吉　田　憲　司 千葉県
8905 柳　川　伸　幸 遠軽厚生ＲＣ
8906 玉　田　竜　也 中部電力ＰＧ
8907 柴　内　大　地 神奈川県
8908 及　川　正　樹 横浜市陸恊
8909 芝　辻　文　彦 ＡＲＣ
8910 小　澤　重　人 札幌市
8911 佐　田　俊　彦 道央陸協
8912 上　井　政　夫 帯広市
8913 高　橋　知　機 大阪府
8914 勝　又　弘　之 東京都
8915 高　瀬　仁　宏 東京都
8916 住　吉　　　基 道新総合印刷
8917 佐　藤　祐　輔 恵庭市
8918 松　原　治　郎 札幌市
8919 成　田　　　裕 釧路湖陵３３期
8920 清水頭　伸　一 神奈川県
8921 小　泉　徳　厚 千歳市
8922 戸　田　　　平 埼玉県
8923 布　施　宏　樹 ＰＤハウス西宮
8924 若　林　孝　幸 東京メトロ
8925 ファシャン　アリックス ニセコ町
8926 菅　井　一　夫 札幌市
8927 茂　木　　　仁 アスパラン
8928 山　川　高　宏 札幌市
8929 朴　　　湧　一 ネオンすすきの
8930 相　川　　　久 アリゾナ
8931 長　田　隆　弘 長田商店
8932 村　上　淳　一 ランですかい
8933 山　内　真　樹 クラブＲ２
8934 小板橋　龍　正 北海道大学
8935 合　田　陽　造 愛媛県
8936 小　塚　儀　彦 ＴＳＲＣ
8937 藤　原　弘　行 熊本県
8938 久　保　博　正 北海道百科
8939 古　屋　貴　規 ＲＵＮ麺
8940 佐　藤　賢　太 東京都
8941 菅　原　和　広 札幌市
8942 川　越　　　誠 かっぱちゃん
8943 工　藤　真　也 岩見沢市
8944 小　林　政　宏 ＦＳＥ
8945 加　藤　健　二 愛知県
8946 中　村　慎　治 登別ステージ
8947 菅　野　英　規 札幌市
8948 山　本　　　隼 札幌市
8949 青　山　直　親 アイシーケイ
8950 豊　岡　正　和 ＳＯＮＹ
8951 日　裏　芳　明 旭川市
8952 大　関　貴　史 札幌市
8953 篠　原　宏　明 深川ふれっぷ
8954 翁　川　孝　行 東京都
8955 岡　田　信　幸 札幌市
8956 丸　山　　　毅 札幌市
8957 高　橋　力　士 株式会社タカラ
8958 旭　　　裕　輝 チーム朝顔
8959 直　井　修　身 ＧＮＩ
8960 中　村　陽　介 ＧＮＩ
8961 阿　部　俊　之 ＧＮＩ
8962 神　原　　　篤 膝ボルト
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8963 小　森　和　徳 札幌市
8964 佐　藤　義　信 道新総合印刷
8965 櫻　井　雄　介 チーム梅村
8966 沼　田　信　悟 ＭＵＮＩＥＱ
8967 石　川　亮　三 東京都
8968 池　内　竜　也 函館市見晴町
8969 佐　藤　正　喜 闇練ＲＣ
8970 福　田　　　健 札・阪走好会
8971 柏　崎　　　淳 姫まるさくら
8972 荒　井　　　薫 恵庭市
8973 佐　藤　健　一 さくら補聴器
8974 兵　頭　俊　昭 東京都
8975 佐　藤　奏　太 広島県
8976 菅　野　道　明 ｓｅｎｄｏ
8977 植　田　　　誠 ｍａｎａ
8978 新　家　秀　孝 和歌山県
8979 秋　山　紘　希 山陰ランクラブ
8980 渡　辺　嘉　久 東京都
8981 福　岡　孝　太 プリズン網走
8982 高　野　　　強 江別大麻狐狸庵
8983 能　勢　正　章 神奈川県
8984 樋　口　正一郎 浦安ランナーズ
8985 佐　用　光　広 大阪陸協
8986 村　雲　聖　治 札幌市立共栄小
8987 上　川　　　学 士別ＸＣ
8988 荒　瀬　宏　明 走笑会
8989 太　田　勇　司 ノブユキヒラオ
8990 岡　本　　　智 大阪府
8991 三　浦　基　嗣 北大病院麻酔科
8992 北　村　明　彦 おろち
8993 越　村　勝　彦 札幌市
8994 筒　井　光　昭 ＪＡ道央
8995 西　　　孝　弘 ツルハ
8996 星　野　健　太 ｔｏｒｏｒｏ
8997 上　村　長　治 宮崎県
8998 大　森　陽　平 まりかちゃん
8999 齋　藤　　　学 頑張ろう定山渓
9000 竹　本　ひろき ＭＪＳ
9001 草なぎ　公　規 とらとら～ず
9002 安　達　政　人 新道北口歯科
9003 平　田　哲　也 愛知県
9004 真　鍋　　　毅 大阪府
9005 今　田　貴　仁 プリズン網走
9006 高　橋　順　也 神奈川県
9007 横　尾　剛　充 旭川市
9008 小　泉　　　中 厚木大学
9009 土　井　博　史 ＭＪ
9010 丸　瀬　孝　一 登別市
9011 古　川　貴　浩 札幌市
9012 前　川　直　之 ＪＲ北海道ＭＣ
9013 渡　部　勝　浩 ＳＣＳＫ
9014 小　川　　　保 キャラサラ
9015 有　澤　克　英 苫小牧市
9016 舟　橋　利　明 中標津町
9017 中　田　耕　次 へいわこども
9018 松　本　泰　典 松本歯科医院
9019 法　邑　　　誠 札幌市
9020 八ッ橋　祐　太 千葉県
9021 三　谷　清　司 遠軽町
9022 町　田　剛　蔵 ＳＤＳ
9023 澤　田　　　凜 青森県
9024 北　川　雄　一 東京都
9025 西　尾　健　一 キムランニング
9026 高　橋　良　幸 赤れんが走友会
9027 助　川　　　仁 宮城県
9028 桑　内　亮　輔 札幌市
9029 森　田　　　晋 焼肉の花山ＲＣ
9030 竹　田　賢　太 みのり監査法人
9031 吉　良　雄　志 札幌市
9032 田　中　拓　己 札幌北高校
9033 吉　田　功　二 札幌市
9034 平　井　　　潤 登別市
9035 藤　田　義　信 むつみ薬局
9036 秋　永　直　樹 大阪府
9037 古　賀　泰一朗 福岡県
9038 服　部　敬　恭 当別町
9039 佐　藤　力　哉 愛知県
9040 露　崎　智　也 ＦＲ塾
9041 柳　谷　　　猛 札幌市
9042 池　田　　　修 札幌市
9043 谷　地　雄　樹 砂川市
9044 道　祖　一　生 愛知県
9045 瀧　川　　　太 Ｆレーシング
9046 加　藤　栄　治 加藤表具店
9047 晴　山　哲　彦 愛知県
9048 寺　田　晋　哉 札幌市
9049 日　高　浩　二 札幌市
9050 横　山　雅　人 北海道警察
9051 坂　田　良　真 宮城県
9052 本　庄　貴　広 千歳市
9053 今　井　伸　行 新潟県
9054 丹　羽　啓次郎 大空町
9055 井　藤　裕　賀 兵庫県
9056 酒　井　　　修 東京都
9057 岩　花　裕　志 札幌市
9058 工　藤　　　満 チーム斎藤
9059 菱　川　公　彦 千葉県
9060 佐々木　勇　輔 山口県
9061 多　田　義　昭 北広島市
9062 布　施　博　康 ほっさーず
9063 林　　　康　三 札幌市
9064 萩　原　康　裕 へべれけ
9065 松　本　茂　生 金古ＲＣ
9066 酒　井　正　樹 札幌市
9067 山　崎　真　二 クリオネ
9068 大久保　健　太 札幌市
9069 水　野　　　清 愛知県
9070 神　保　　　亮 神奈川県

9071 芳　賀　　　豊 長野県
9072 柴　山　航　平 札幌市
9073 小　田　昌　秀 札幌市
9074 北　田　光　穂 新潟県
9075 飯　田　順　一 北斗ＲＣ
9076 石　井　智　之 北海道開発局
9077 浅　水　哲　夫 札幌市
9078 福　原　信　洋 函館市
9079 塚　本　耕　平 札幌市
9080 山　口　峻　介 三重県
9081 西　岡　政　憲 香川県
9082 小久保　友　幸 栃木県
9083 鈴　木　啓　祐 札幌市
9084 川　下　　　潤 大阪府
9085 古　屋　裕　二 旭川市
9086 林　　　偉　大 福島県
9087 中　山　敬　史 旭川市
9088 吉　尾　充　二 札幌市
9089 藤　田　直　人 札幌市
9090 大　原　雄　希 札幌市
9091 遠　藤　茂　紀 神奈川県
9092 古　館　卓　朗 長沼町
9093 野　崎　祐　司 札幌市
9094 森　下　　　亨 Ｎ札幌競走部
9095 森　谷　寿　彦 ●白糠ＲＣ●
9096 遠　山　健　二 神奈川県
9097 神　谷　智　昭 札幌市
9098 鈴　木　康　壱 ＵＳＫ
9099 坂　田　壮　史 札幌市
9100 河　田　　　賢 くすのＲＣ
9101 大　杉　修　二 兵庫県
9102 河　村　康　一 広島県
9103 久　常　祐　介 女満別ＵＭＣ
9104 阪　　　豊　寛 札幌市
9105 大　津　康　治 神奈川県
9106 藤　井　雅　典 ＳＳＣ走友会
9107 工　藤　淳　一 札幌市
9108 武　田　伸　一 札幌市
9109 持　田　裕　孝 帯広市
9110 須　賀　健　介 兵庫県
9111 柄　澤　千　尋 神奈川県
9112 須　藤　　　宏 北九州走ろう会
9113 石戸谷　一　志 札幌市
9114 赤　松　祥　平 あかまつ鍼灸院
9115 小　橋　　　純 岩見沢市
9116 江　口　敬　良 札幌市
9117 嶋　田　壮　男 旭川市
9118 北　　　和　也 神奈川県
9119 野　村　嘉　孝 札幌市
9120 白　山　　　晃 新ひだか町
9121 松　本　貴　之 栃木県
9122 蠣　崎　　　旭 札幌市
9123 鷲　岡　康　照 足寄ランＣ
9124 臼　井　　　優 札幌市
9125 松　本　匡　史 東京都
9126 志　茂　栄　治 タキイ種苗
9127 川　野　秀　志 釧路市
9128 新　　　浩　二 千葉県
9129 佐　藤　寿　穂 岩手県
9130 武　内　源　太 札幌市
9131 田　中　　　薫 美唄市
9132 大　野　慎　治 ほくでんＲＣ
9133 向　井　　　洋 札幌視覚支援校
9134 米　原　豪　人 札幌市
9135 中　西　　　浩 千代田走友会
9136 青　山　弘　幸 発寒倶楽部
9137 須　藤　祐　司 釧路市
9138 長谷川　　　昭 京都府
9139 井　上　将　規 山口県
9140 鎌　田　　　功 札幌トヨペット
9141 松　本　裕　二 赤レンガ走友会
9142 櫻　井　一　樹 宮城県
9143 不　二　孝　介 奈良県
9144 小　西　　　亮 芦別市
9145 梅　田　春　来 札幌市
9146 安　藤　正　孝 札幌再任用
9147 原　田　大　貴 浦幌町
9148 中　屋　隆　司 神奈川県
9149 森　　　貴　祥 札幌市
9150 久　芳　太　郎 東京都
9151 田　中　啓　司 青森県
9152 鴫　原　克　幸 北見市役所
9153 佐々木　義　光 愛知県
9154 松　永　典　久 京都府
9155 田　口　浩　司 埼玉県
9156 工　藤　英　成 ＨＥＲＣ
9157 平　井　譲　治 千歳市
9158 窪　田　英　紀 ｅＡ愛知
9159 保　原　幸　夫 ＲＵＮＷＥＢ
9160 高　橋　義　祐 ＲＣ　とっと
9161 加　藤　嘉　範 深澤会計ＡＲＣ
9162 谷　山　　　賢 東京都
9163 柴　田　明　宏 帯広市
9164 高　見　友　哉 札幌市
9165 谷　　　　　敦 茨城県
9166 鈴　木　亮　二 ケンウッダーズ
9167 高　橋　知　良 輔仁会ＲＣ
9168 横　岡　寛　之 北海道銀行
9169 山　口　純　一 愛媛県
9170 斎　藤　大　暉 自親会
9171 天　雲　遊　也 ＫＰＭＧ
9172 堀　川　佳　和 札幌市
9173 牧　下　　　潤 札幌市
9174 牧　野　秀　彦 Ｍ．ＬＡＣ
9175 山　田　達　也 札幌市
9176 吉　澤　秀　史 大阪府
9177 濱　渕　祥　生 はるまきＲＣ
9178 武　田　滋　之 神奈川県

9179 大　垣　隆　志 旭川市
9180 岸　　　明　男 アリオ札幌
9181 辨　開　淳　美 初山別村
9182 北　川　孝　之 札幌市
9183 五十嵐　貴　広 釧路市
9184 太　田　　　慶 長崎県
9185 明　石　桂　児 札幌市
9186 松　山　英　之 岩見沢市
9187 森　　　　　隆 東京都
9188 今　井　利　雄 アイアンマン
9189 遠　山　晃　司 滝川市
9190 堀　井　勇　治 札幌市
9191 樋　口　　　博 札幌市
9192 八　木　陽　介 札幌市
9193 額　田　照　清 大阪府
9194 岩　井　　　忠 チーム山猿
9195 板　野　　　修 丘珠
9196 立　松　直　弥 愛知県
9197 相　笠　隼　人 東京都
9198 竹　澤　哲　也 ジブンノイチ
9199 西　　　紘　司 Ｒ２北海道
9200 足　立　正　和 東京都
9201 篠　崎　　　武 ７７ＯＹＡＭＡ
9202 平　賀　健　太 熊本県
9203 浜　田　卓　巳 個人
9204 大　塚　光　徳 ＴＥＡＭ濱連
9205 小　林　義　隆 シブヤ大学
9206 和　田　　　誠 高砂製紙（株）
9207 増　田　雅　也 兵庫県
9208 藤　本　真　裕 清水勧業（株）
9209 新　城　　　薫 東京都
9210 藤　盛　義　和 茨城県
9211 川　又　健太郎 ＴＥＡＭ．憩
9212 伊　藤　裕　之 兵庫県
9213 堀　江　　　崇 威咲夢じゃぱん
9214 松　本　拓　也 札幌市
9215 森　井　規　晃 東京都
9216 榊　原　宗　城 愛知県
9217 岩　城　信　吾 チームＳ
9218 重　堂　法　人 音更高校
9219 高　野　　　学 夕張市
9220 山　口　賢　一 札幌市
9221 川　端　　　毅 札幌市
9222 刑　部　敬　一 クラブＲ２九州
9223 錦　川　博　文 ＣＬＥＡＲ
9224 箭　原　元　基 帯広市
9225 脇　田　隆　字 カンセンケン
9226 下　村　文　彦 ＦＪＪ島根
9227 佐　藤　　　良 ユキメグ海老名
9228 清　谷　真　平 札幌市
9229 大　手　裕　人 赤レンガ走友会
9230 高　橋　　　優 岩手県
9231 村　上　和　彦 札幌市
9232 加　藤　隆　司 江別市
9233 須　田　信　行 ＲＦＲＣ
9234 笠　原　裕　也 札幌市
9235 金　森　大　和 札幌市
9236 水　野　英　樹 上川ＲＣ
9237 岩　山　祐　司 札幌乳腺
9238 佐々木　　　淳 チーム小野
9239 福　島　　　博 埼玉県
9240 鈴　木　正　和 次まで走ろう会
9241 塚　本　尚　行 ＳＲＬ
9242 白　浜　　　洋 大曲時の街
9243 高　橋　宏　行 ＴＫ．Ｒｕｎ
9244 千　葉　憲　児 新ひだか町ＲＣ
9245 荒　川　　　茂 ＰＰＣ
9246 矢　吹　義　雄 福島県
9247 手　島　健　公 東京都
9248 渡　辺　文　行 神奈川県
9249 竹　田　　　茂 札幌市
9250 笹　川　　　均 青梅三田走ろ会
9251 有　倉　　　潤 ｃｏｃｏ－ｒｃ
9252 石　田　隆　志 広島県
9253 尾　崎　吉　晃 室蘭市
9254 住　吉　八　起 北エネ輸送
9255 津　島　　　亮 福島県
9256 佐々木　俊　政 札幌市
9257 渡　邉　篤　広 札大５号館
9258 神　崎　智　宏 神奈川県
9259 澤　田　秀　夫 秀Ｇ
9260 中　村　剣　吾 東京都
9261 庄　司　克　幸 ダブピー部
9262 高　井　和　馬 札幌司法書士会
9263 鈴　木　正　宏 ＯＫＪ
9264 北　村　雅　則 すぎ会
9265 森　若　慎　史 江別市
9266 中　村　芳　樹 札幌市
9267 松　原　巧　実 札幌市
9268 三　井　直　義 はまなす走友会
9269 芝　生　公　之 美瑛町
9270 山　崎　純　一 札幌市
9271 運　天　和　彦 沖縄県
9272 西　村　智嘉男 札幌市
9273 小　浜　智　之 ＣＲ２東日本
9274 鈴　木　　　昭 札幌市
9275 前　山　和　久 神奈川県
9276 福　田　皓　大 札幌市
9277 伊　丹　雅　裕 札幌市
9278 藤　田　隆　二 羽幌町
9279 毛　呂　公　亮 埼玉県
9280 工　藤　大　輔 大ちゃん
9281 吉　田　健太郎 広島県
9282 澤　岡　孝　幸 あおもり協立
9283 髙　橋　　　慶 愛知県
9284 宮　野　隆　行 札幌市
9285 森　元　真太郎 函館市
9286 塩　原　浩　輔 旭川市

9287 向　井　秀　和 東京都
9288 阿　部　紘　丈 札幌市
9289 多　屋　哲　也 札幌呼吸器内科
9290 田　川　哲　三 福岡県
9291 松　田　龍　一 埼玉県
9292 武　田　心　平 千葉県
9293 内　田　　　徹 埼玉県
9294 大　里　　　崇 宮城県
9295 田　中　宏　明 サウルス
9296 平　木　一　浩 東京都
9297 小　林　厚　志 札幌市
9298 星　　　孝　信 たかのぶ
9299 柴　田　恵　一 江別市
9300 杉　岡　一　郎 大阪府
9301 坂　本　憲　昭 熊本県
9302 桑　谷　武　志 兵庫県
9303 三　浦　康　之 札幌市
9304 小　島　明　夫 札幌市
9305 殿　川　敏　行 札幌市
9306 坂　　　和　平 室蘭市
9307 竹　林　　　真 石狩市
9308 新　名　良　亮 札幌市
9309 今　富　謙　治 札幌市
9310 三　好　　　修 福岡県
9311 西　崎　仁　志 ＮＩＣＨＩＡ
9312 小　林　慶　範 札幌市
9313 神　澤　和　則 栃木県
9314 小笠原　　　勝 東京都
9315 横　瀬　公　一 東京都
9316 菊　地　裕　太 神奈川県
9317 前　田　好　徳 ドラちゃん
9318 清　水　　　智 札幌市
9319 湯　藤　健　太 札幌市
9320 大久保　浩　一 登別市
9321 斉　藤　信　也 札幌市
9322 山　口　　　司 どうもなランナ
9323 中　谷　裕　一 江別市
9324 吉　永　敏　弘 札幌市
9325 妹　尾　強　司 かっぱちゃん
9326 横　田　豊　人 札幌市
9327 亀　田　賢　一 札幌市
9328 池　端　隆　夫 大阪府
9329 奥　泉　孝　敏 ケイアイ
9330 西　谷　公　一 長女はＪＫ
9331 小　野　英　之 道マラソンク
9332 曽ヶ端　克　哉 広域紋別病院
9333 林　　　暁　彦 清水建設
9334 谷　野　　　修 日新化学研究所
9335 山　田　貴　弘 石川県
9336 簑　城　雅　寿 大阪府
9337 山　口　大　志 ＡＵＢＥ
9338 片　岡　和　久 京王ＡＧ
9339 佐　藤　正　晃 東京都
9340 山　田　弥　人 らんらんランド
9341 安　田　貴　俊 野幌森林走る会
9342 塚　本　鶴　樹 静岡県
9343 山　田　智　士 千葉県
9344 井　野　浩　彦 埼玉県
9345 本　間　孝　輔 江別市
9346 橋　爪　　　徹 長野県
9347 松　木　政　治 富良野市
9348 下　山　修　平 チームのぼり坂
9349 山　内　　　亨 小樽市
9350 佐　藤　一　義 士魂走友会
9351 三　沢　公　人 北見市
9352 山　下　駿　生 札幌市
9353 三　木　将　生 赤レンガ走友会
9354 後　藤　　　悟 白老走ろう会
9355 猪　股　　　亘 札幌市
9356 小　山　勝　之 井之頭病院
9357 石　神　信　祐 中頓別走友会
9358 生　田　篤　史 神宮前ＲＰ
9359 松　田　拓　磨 まつだたくま
9360 明　石　風　希 札幌市
9361 横　尾　雄一郎 石川県
9362 川　上　　　晃 愛知県
9363 渡　邉　雄　祐 埼玉県
9364 吉　藤　大　貴 東京都
9365 柳　谷　喜　一 遠軽町
9366 藤　谷　博　史 札幌市
9367 土　井　勇　人 岐阜県
9368 石　井　慎　一 千葉陸協
9369 畑　中　義　嗣 倶知安町
9370 廣　光　雅　文 北海バネ
9371 田　口　信　仁 ＫＡＸＡ
9372 佐　藤　大　祐 男子野球部ＲＣ
9373 田　中　啓　司 滋賀県
9374 吉　田　明　弘 千歳市
9375 澤　田　拓　哉 北海道電子機器
9376 新　郷　航　希 千葉県
9377 加　藤　太　介 東京都
9378 井　上　広　大 千葉県
9379 武　山　浩　司 毛呂山ＧＣ
9380 高　桑　雅　文 稲田組
9381 安　東　孝　晃 福岡県
9382 榎　本　洋　一 東京都
9383 大　下　龍　一 大阪府
9384 小　西　正　太 苫小牧市
9385 工　藤　朝　晴 札幌市
9386 岩　田　拓　巳 愛知県
9387 木　野　靖　史 土田病院
9388 中　井　康　仁 札幌市
9389 津　島　則　男 福島県
9390 橘　　　泰　嗣 兵庫県
9391 久保寺　賢　治 千葉県
9392 村　中　考　幸 札幌市
9393 小　林　　　隼 旭川市
9394 千　葉　将　則 留萌信用金庫
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9395 鈴　木　智　明 タキジム
9396 齋　藤　　　崇 札幌市
9397 佐　藤　　　淳 妻１娘３兎１
9398 赤　沼　　　拓 札幌市
9399 足　立　雅　弘 チームブレイブ
9400 林　　　奕　愷 京都府
9401 山　口　雅　之 Ｆ６１ＪＯＧ部
9402 根　田　孝　広 ＡＤＭＡＸ
9403 川　俣　徳　晃 べべらん
9404 米　田　康　治 大阪府
9405 長谷川　孝　之 初山別村
9406 工　藤　一　茂 札幌市
9407 吉　田　和　広 東京都
9408 五十嵐　卓　広 札幌市
9409 山　下　宗　紀 旭川商業高校
9410 大　下　直　宏 市立札幌病院
9411 伊　藤　　　優 茨城県
9412 森　　　健　一 石狩市
9413 山　田　康　秀 神奈川県
9414 児　玉　公　明 札幌市
9415 湯　原　英　克 千葉県
9416 本　間　裕　之 千歳市
9417 伊　藤　宏　之 東京都
9418 水　島　知　弘 新潟県
9419 木　村　吉　秀 ＦＣ３連単
9420 東　　　正　典 東京都
9421 土　岐　友　哉 札幌市
9422 金　子　満　生 クラブＲ２
9423 大　沼　寛　之 東京都
9424 黒　川　　　勉 大阪　城山病院
9425 武　田　康　之 愛知県
9426 萩　庭　寿　人 札幌市
9427 荒　川　　　順 ＫＴＳＣ
9428 松　浦　　　淳 大阪府
9429 鈴　木　健　二 岩手県
9430 白　木　将　夫 白木タクシー
9431 菅　生　　　肇 札幌市
9432 新　地　真　広 札幌市
9433 佐　藤　俊　則 北見市
9434 中　川　寿　一 空知信金
9435 田　中　　　聡 北海道竹走会
9436 新　田　匡　幸 札幌市
9437 飯　塚　俊　行 函館市
9438 竹　花　秀　貴 茨城県
9439 木　村　　　洋 函館市
9440 国　吉　英　樹 沖縄県
9441 田　中　耕　平 ＫＡＸＡ
9442 下　村　勝　光 大阪府
9443 小　林　　　親 東京都
9444 星　川　忠　晴 東京都
9445 金　子　　　一 札幌市
9446 佐　藤　正　和 北海道新聞社
9447 澤　村　貴　史 （＞＿＜）
9448 舘　岡　邦　彦 札幌市
9449 市　川　達　也 まほろＲ町田
9450 猪　熊　和　人 チームピキン
9451 楢　木　将　俊 札幌市
9452 桑　畠　星　行 カタツムリ
9453 小　林　大　介 苫小牧市
9454 菊　池　健　一 札幌市
9455 川　井　貴　弘 愛知県
9456 本　間　勇　一 宮城県
9457 丸　林　　　篤 ＡＴＳＵＳＨＩ
9458 清　水　昭　彦 埼玉県
9459 今　村　年　男 奈良県
9460 山　上　栄　久 ＧＣＲ
9461 前　田　　　一 福岡県
9462 大　村　益次郎 チーム鉄腕
9463 藤　原　洋　一 札幌市
9464 小　池　正　樹 札幌市
9465 深　野　崇　之 深野陸上部
9466 加　川　　　学 宮城陸協
9467 宮　内　啓　太 札幌市
9468 新　井　達　規 ＫＳＬ
9469 中　江　俊　介 札幌市
9470 山　口　拓　也 千歳市
9471 青　井　慎一郎 清水町
9472 小　澤　一　貴 東京都
9473 岩　井　康　浩 東京都
9474 中　熊　朋　也 大阪府立学校
9475 内　田　貴　之 伊丹市社会福祉
9476 小　林　八弥人 札幌市
9477 森　岡　弘　志 札幌陸協
9478 福　岡　　　準 別海中西別中学
9479 渡　邉　剛　延 東京都
9480 瀬　川　　　勝 ＮＡＳ武蔵浦和
9481 輪　嶋　恵　宏 岐阜県
9482 齊　藤　佳　孝 愛知県
9483 井　上　俊　浩 東京都
9484 鉞　田　利　也 名古屋ＡＯＩ
9485 高　氏　英　年 帯広市
9486 伊　藤　則　夫 美瑛町
9487 清　水　和　夫 青少年育成委員
9488 小　坂　克　弥 ほりたま
9489 渡　邊　蒼　也 札幌市
9490 増　永　直　人 札幌市
9491 小　島　　　優 音更町
9492 有　馬　　　亨 ビバニーベル
9493 岡　森　久　倫 大阪府
9494 高　橋　　　章 群馬ＴＦ
9495 村　越　茂　治 村越塾
9496 中　嶋　佑　輔 旭川市
9497 小　泉　　　至 室蘭市
9498 菊　池　俊　行 岩手県
9499 木　村　洋一郎 北広島市役所
9500 田　中　完　卓 浅妻信ＦＣ
9501 佐　野　秀　和 札幌市
9502 安　井　和　哉 チームルミナス

9503 佐　藤　広　和 札幌市
9504 鬼　木　茂　弘 ＹＭＯ
9505 原　田　　　陽 林産試験場
9506 村　田　真　二 室蘭市
9507 藤　岡　建　史 大阪府
9508 村　上　宏　樹 日東精工
9509 神　谷　純　一 東京陸上競技会
9510 古　山　　　智 江別市
9511 高　橋　洋　介 札幌市
9512 三　上　徹　也 ＣＲＥ
9513 内　山　雅　之 ＭＤＲＣ
9514 南　雲　喬　介 函館大村整形
9515 澤　井　謙　祐 ＭＤＲＣ
9516 山　田　崇　裕 ＭＤＲＣ
9517 島　崎　　　傑 東京都
9518 五十子　　　潤 函館市
9519 木　下　篤　史 北海道情報大学
9520 堀　　　伸　一 札幌市
9521 水　谷　俊　紀 愛知県
9522 岡　本　直　也 留萌市
9523 大　津　裕　基 京都府
9524 澤　田　和　久 トレリハていね
9525 檜　　　誠一郎 チームＢ
9526 中　村　琢　郎 札幌市
9527 鎌　田　賢　征 網走市
9528 川　森　　　毅 札幌市
9529 小　林　修　一 札幌市
9530 深　尾　尚　司 セントラル札幌
9531 木　村　哲　也 北見市
9532 冨　田　久　雄 札幌市
9533 内　田　数　馬 東京都
9534 安　田　　　治 神奈川県
9535 西　　　照　幸 北洋ビジネス
9536 浅　田　駿　太 長泉町
9537 仲　山　　　勉 茨城県
9538 渡　辺　　　悟 くきた整形外科
9539 棚　瀬　真　伸 クラブＲ２
9540 西　脇　　　賢 札幌市
9541 谷　島　寛　人 神戸学院大学院
9542 中　井　正　弘 東京都
9543 八　幡　鯉　明 東京都
9544 渡　部　昭　人 渡部水産
9545 坂　下　公　一 札幌市
9546 奥　山　高　志 札幌市
9547 安　藤　卓　也 帯広市
9548 北　野　貴　士 札幌市
9549 萱　場　教　文 東京陸協
9550 松　本　修　一 神奈川県
9551 和　田　雅　明 栃木県
9552 下　嶋　一　義 神奈川県
9553 星　野　邦　典 個人参加
9554 岡　本　孝　夫 千葉県
9555 片　山　雅　博 広島県
9556 高　橋　一　正 愛知県
9557 坂　野　義　勝 アリーナ平岡
9558 仁　尾　浩　之 兵庫県
9559 諸　岡　寛　之 クラブＲ２
9560 野　田　正　峰 旭川市
9561 井　上　　　洸 札幌市
9562 蒋　　　思　悦 東京都
9563 青　田　鉄　哉 札幌市
9564 鎌　田　　　創 千葉県
9565 沼　田　　　航 札幌市
9566 堀　　　晃　彰 赤平市
9567 由　良　温　宣 兵庫県
9568 犬　尾　裕　二 ４Ｎｏｔｃｈ
9569 亀　山　慎　二 鳥取県
9570 南　里　賢　一 ＵＲＣ
9571 芦　田　　　翼 大阪府
9572 中　村　隆　央 札幌市
9573 新　海　　　平 神奈川県
9574 水　崎　圭　悟 えりも消防
9575 長谷川　達　郎 札幌市
9576 高　橋　慶　行 開発工営社
9577 安　念　勝　彦 帯広郵便局
9578 宮　下　隆太郎 旭川市
9579 内　山　　　昇 チーム晴れ男
9580 土　田　晴　紀 福島県
9581 岡　本　　　啓 埼玉県
9582 山　田　貴　之 ＳＫＳＲＣ
9583 美　藤　純　一 釧路ランナーズ
9584 佐　藤　公　昭 長沼町
9585 岩　堀　和　康 ふぇりちぇＲＣ
9586 岩　堀　　　光 ふぇりちぇＲＣ
9587 芝　　　直　裕 フクヤスポーツ
9588 韋　　　進　勲 札幌商工会議所
9589 手　塚　拓　馬 勤医協ＥＲ
9590 伊　藤　大　翔 北海道
9591 武　智　義　寛 兵庫県
9592 石　井　雄　大 札幌市
9593 石　井　奏　大 札幌市
9594 満　保　英　博 札幌市
9595 小笠原　信　也 斜里建設工業
9596 深　谷　典　宏 大阪府
9597 秋　田　翔一朗 札幌市
9598 塚　本　俊　一 札幌市
9599 林　　　繁　希 マリンライナー
9600 宮　本　佳　幸 札幌市
9601 小　泉　　　信 ゼーハー倶楽部
9602 佐々木　慎　弥 札幌市
9603 山　谷　有　史 神奈川県
9604 山　内　栄　宏 東京都
9605 寺　井　道　太 熊本県
9606 溝　江　一　志 中央バス石狩
9607 田　上　　　航 東京都
9608 川　田　泰　之 東京
9609 砂　原　雅　幸 函館市
9610 金　丸　竜　彦 エル

9611 石　田　和　彦 トップギア東京
9612 石　川　大　輔 いさむＲＣ
9613 森　山　祐　希 札幌市
9614 出　口　享　寛 シルクロード
9615 真　壁　聖　一 ラトゥール
9616 松　田　　　真 札幌市
9617 對　馬　　　仁 北斗市
9618 工　藤　慎　也 札幌市
9619 橋　本　耕　太 安平町
9620 堀　井　猛　嗣 ＳＡＶＯＬＮＡ
9621 松　田　宏　明 千歳市高台小
9622 中　村　忠　彦 神奈川県
9623 井　上　和　之 札幌市
9624 高　橋　徹　也 中標津町
9625 大　竹　栄　治 千葉陸協
9626 斉　藤　雅　樹 遠別町
9627 忠　鉢　伸　一 当麻町
9628 魚　山　和　哉 東エレク
9629 岡　崎　伸　咲 岡崎
9630 石　井　秀　樹 ＫＳＲ４４
9631 安　藤　芽　生 チーム安藤
9632 四　方　　　孝 札幌市
9633 石　田　恒　幸 ねっとらん札幌
9634 中　村　知　文 京都府
9635 松　井　勇　樹 北海道銀行
9636 秦　　　孝　宏 札幌市
9637 上　田　哲　也 Ｓ－ｆｒｏｇｓ
9638 上　田　正　人 Ｓ－ｆｒｏｇｓ
9639 金　子　英　樹 －
9640 櫻　岡　啓　太 札幌市
9641 野　月　洸　一 ＣＯＺＹＪＯＹ
9642 山　下　智　史 新潟県
9643 西　條　優　作 東京都
9644 横　山　啓　介 江別市
9645 笹　川　潤　一 ＤＲＣ
9646 鳥　井　　　朗 走レンジャイ
9647 広　瀬　史　生 札幌市
9648 柳　谷　直　樹 岩見沢市
9649 堀之内　政　仁 大阪府
9650 田　沢　義　和 札幌市
9651 原　　　和　義 小樽建設管理部
9652 渡　辺　雄　大 ニューフレンド
9653 阿　部　康　徳 帯広市
9654 渡　辺　篤　史 埼玉県
9655 児　玉　貫太朗 歌志内市
9656 田　仲　和　也 熊本県
9657 清　井　崇　行 無所属
9658 福　田　周　平 札幌市
9659 中　村　昭　彦 網走市
9660 松　田　泰　典 東京
9661 伊　林　秀　晃 札幌市
9662 有　田　賢　矢 奈良県
9663 三　輪　純　史 兵庫県
9664 杉　浦　明　則 愛知県
9665 長谷川　雄　祐 ゴンゾーズ
9666 原　田　貴　博 第一三共陸上部
9667 高　尾　　　敏 大阪府
9668 大久保　勝　行 埼玉県
9669 加　藤　　　聡 人・夢・技術Ｇ
9670 深　谷　　　強 札幌市
9671 前　田　　　俊 旭川市
9672 田　中　　　真 ポリテク北海道
9673 阿　部　勇　希 函館市
9674 原　田　拓　弥 ブレインメルト
9675 岡　本　憲　昭 大阪府
9676 丸　山　忠　史 芦屋国際中等
9677 佐　藤　　　潤 東京都
9678 田　中　良　篤 東京都
9679 南　　　亮　輔 札幌市
9680 中　村　彰　宏 東京都
9681 丹　波　　　豊 千歳市
9682 門　田　元　勝 はなクラブ
9683 藤　木　　　実 ＪＦＥ
9684 今　井　保　彦 苫小牧
9685 山　内　優　仁 ホノマラ
9686 菅　原　寿　男 倶知安業
9687 林　　　克　芳 札幌市
9688 田　中　　　学 国士舘クラブ
9689 高　橋　一　志 富士フイルム
9690 吉　田　洋　一 開発工営社
9691 佐々木　秀　樹 宮城日化クラブ
9692 有　澤　憲　一 大阪府
9693 牛　島　宏　幸 上富良野町
9694 山　本　翔　平 苫小牧市
9695 向　井　達　夫 群馬県
9696 野　村　　　淳 東京都
9697 小　川　誠　司 福岡県
9698 刀　根　貴　史 らくまかＡＣ
9699 千　徳　靖　彦 大阪府
9700 石　原　光　季 埼玉県
9701 堀　田　暢　夫 札幌市
9702 山　本　康太郎 茨城県
9703 三　好　剛　瑠 東京工科大学
9704 立　田　慶太郎 札幌市
9705 長　崎　　　達 損保協会
9706 高　久　裕　誠 旭川市
9707 川　上　裕　己 旭川市
9708 鈴　木　哲　弥 ＰＡＹＲＯＬＬ
9709 宮　本　匡　彦 東京都
9710 三　上　健　太 札幌市
9711 松　原　羽　矢 兵庫県
9712 木　村　知　希 茨城県
9713 檜　垣　　　誠 高知県
9714 木　村　　　匠 苫小牧市
9715 佐　藤　久　雄 ほくでんＲＣ
9716 山　田　純　平 栃木県
9717 佐　藤　彦　太 札幌市
9718 岡　田　　　渉 札幌市

9719 久保田　光　良 リビングＲ
9720 田　中　邦　哉 群馬県
9721 岩　田　浩　和 東京都
9722 金　田　典　久 群馬県
9723 漆　山　循　一 新冠ＲＣＣ
9724 中　野　圭　人 東京都
9725 谷　津　海　斗 神奈川県
9726 棚　池　義　明 滝川市
9727 百　貫　晃　正 札幌市
9728 宮　坂　邦　生 北広島市
9729 宮　坂　　　純 北広島市
9730 土　橋　昇　馬 北海学園大学
9731 三　坂　崇　雅 室蘭市
9732 道　下　暢　二 共和町
9733 大　西　孝　弘 大島クラブ
9734 長　野　隆　志 福岡県
9735 松　岡　慎　一 神奈川県
9736 鈴　木　　　賢 札幌市
9737 木　内　志　門 札幌市
9738 田　中　敦　稀 富山県
9739 若　山　亮　平 札幌市
9740 大　野　昭　広 ＤＮＰＲＣ
9741 比留間　真　悟 でんじ
9742 鳥　越　洋　之 東京都
9743 森　口　信　之 東京都
9744 梅　田　俊　弘 石川県
9745 高　木　浩　一 東京都
9746 青　木　　　洋 埼玉県
9747 宇田川　泰　司 東京都
9748 菅　谷　高　博 オーシャン菅谷
9749 西　村　達　也 ＣＣＣ
9750 樋　口　恵　伸 さっぽろ
9751 梶　原　卓　也 愛知県
9752 小　澤　宏　幸 ＯＲＣ盛岡支部
9753 後　藤　憲　保 ＫＡＣ
9754 林　　　亮　一 札幌市
9755 樫　村　周　磨 ＲＡＮＶＥ
9756 佐　藤　　　秋 神奈川県
9757 北　川　耕　平 東京都
9758 相　蘇　倫　朗 旭川江丹別小
9759 柚木崎　　　剛 札幌市
9760 中　谷　　　豊 三角山走友会
9761 數　川　恵　輔 札幌市
9762 鹿野内　浩　幸 北見市
9763 新　井　　　一 大阪府
9764 新　吾　元　規 札幌市
9765 阿　部　知　輝 ふーたんＲＣ
9766 宮　本　則　久 オープンソース
9767 樫　原　　　元 札幌市
9768 日　高　啓　介 岩見沢市
9769 内　田　　　潤 ふーたんＲＣ
9770 平　井　宏　幸 ＯＫ２
9771 三日市　博　恒 神奈川県
9772 福　島　利　和 おたくま経済新
9773 宮　沢　孝　司 みやざわ洋品店
9774 西　野　隆　行 Ｂｉｇｂｏｓｓ
9775 小　田　啓　太 旭川市
9776 市　川　颯　人 Ｓ．Ｂ．Ｆ．
9777 谷　内　鉄　哉 Ｓ．Ｂ．Ｆ．
9778 板　谷　大　史 愛知県
9779 荒　木　燦　汰 札幌市
9780 久　野　喜　夫 クラブＲ２東
9781 才　藤　智　秀 埼玉県
9782 横　町　暢　洋 札幌市
9783 西　川　良　施 兵庫県
9784 井　上　隆　志 札幌市
9785 高　島　忠　雄 札幌市
9786 久　木　　　隆 栃木県
9787 近　藤　　　智 網走農改
9788 星　　　大　地 上富良野町
9789 田　中　宏　幸 札幌市
9790 楠　本　善　隆 東京都
9791 櫻　田　憲　治 櫻田ファミリア
9792 吉　田　光　行 滝川市
9793 笠　原　典　久 ＷｉｎｄＲｕｎ
9794 山　下　崇　史 埼玉県
9795 長　岡　和　幸 札幌市
9796 田　中　　　誠 ｐｏｌｏｏｏｏ
9797 大　重　勇　一 札幌市
9798 堀　内　　　渉 奈良県
9799 早　田　敏　夫 神奈川県
9800 高　垣　和　幸 ＨＣＭＣ走る会
9801 大　竹　隆　夫 香川県
9802 橋　本　　　隆 川北小学校
9803 川　口　修　平 網走桂陽高校
9804 加　藤　　　潤 茨城県
9805 村　上　宜　也 Ｔ２００Ｋ大西
9806 落　安　　　陵 株式会社中条
9807 西　部　　　浩 北日本調剤
9808 波多野　友　弥 札幌市
9809 新　島　大　輔 神奈川県
9810 谷　村　健太朗 宮城県
9811 梶　野　仁　詞 庄内ＲＴ
9812 本　村　拓　斗 ＦＡＤＣ？
9813 城　山　剛　一 札幌市
9814 深　見　義　明 札幌東商業高校
9815 大　恵　　　勝 札幌市
9816 遠　藤　圭　祐 札幌市
9817 鈴　木　幸　司 ＮＥＣ通信シス
9818 山　田　　　淳 三重県
9819 福　永　典　之 岩手県
9820 保　住　孝　徳 札幌市
9821 遠　藤　崇　詞 札幌市
9822 大河原　知　水 兵庫県
9823 鈴　木　洋　祐 札幌市
9824 山　本　真　悟 倶知安町
9825 簗　場　　　圭 札幌市
9826 名　和　由一郎 愛媛県

…日本陸上競技連盟登録競技者

ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属



23

9827 江　本　直　輝 山口県
9828 菊　川　和　紀 東京都
9829 東海林　義　孝 砂川市
9830 岡　島　　　力 札幌市
9831 山　川　達　也 京都府
9832 鎌　田　健　人 埼玉県
9833 新　沼　廣　幸 ルカ走友会
9834 志　賀　紀　之 札幌市
9835 片　岡　航　大 広島県
9836 山　賀　正　則 新潟県
9837 工　藤　　　努 旭川市
9838 川　端　啓　介 千葉県
9839 櫻　井　誠　人 大坪矯正歯科
9840 石　川　卓　哉 札幌市
9841 宮　本　敏　史 宮城県
9842 羽　賀　啓　太 帯広市
9843 麻　柄　幹　也 釧路市
9844 猪野毛　秀　明 栃木県
9845 清　水　隆　一 ＳＲＫＢＦＩＸ
9846 北　村　康　大 北見市
9847 阪　口　　　克 大阪府
9848 藤　岡　英　二 愛知県
9849 川　端　貴　弘 札幌市
9850 新　田　知　広 福岡県
9851 三　浦　幸　雄 エネモ２０２２
9852 鈴　谷　　　寛 三建ＲＣ
9853 西　　　祐　樹 島根県
9854 森　居　恵　一 札幌市
9855 坂　本　英　俊 札幌市
9856 坂　本　潤　併 札幌市
9857 三　嶋　祐　好 東京都
9858 米　田　正　寿 オクダソカベ
9859 高　梨　智　秀 千葉県
9860 佐　藤　大　生 ダイシン設計
9861 五　東　浩　康 当別ＴＢＤ
9862 吉　井　昌　宏 クリーンリース
9863 見　澤　昭　人 ＳＫＳ　ＲＣ
9864 飯　岡　秀　歳 札幌市
9865 及　川　希　斗 札幌市
9866 桜　庭　孝　平 札幌市
9867 正　木　洋　佑 ＪＡＭＲＯＣＫ
9868 小　川　靖　晃 千葉県
9869 膳　法　慎　吾 札幌市
9870 沖　田　龍之介 当別町
9871 武　田　哲　明 慶応フラ語Ｍ組
9872 近　藤　直　生 慶応フラ語Ｍ組
9873 友　部　雅　誉 東京都
9874 須　藤　一　雄 福岡県
9875 塚　田　隆　之 札幌市
9876 喜　田　文　雄 ＴＭちんすこう
9877 反　保　光　太 札幌市
9878 上　野　　　仁 東京都
9879 田　中　敏　史 大阪府
9880 黒　田　　　信 東京都
9881 安　藤　正　都 兵庫県
9882 佐　藤　暢　一 茨城県
9883 堀　内　亮　平 東京都
9884 小　松　朋　一 ホリディ北２４
9885 谷　口　隼　太 東京都
9886 鈴　木　一　將 ＭＯＪ
9887 佐　藤　　　功 ＡＷＬＳＳ
9888 山　田　高　嗣 福岡県
9889 佐　藤　義　紀 旭川市
9890 河　合　良　太 大阪府
9891 山　下　　　誠 兵庫県
9892 吉　武　公　彦 大阪府
9893 木　村　　　毅 ランラン俱楽部
9894 岡　田　桂　樹 新潟県
9895 田　中　　　徹 帯広厚生病院
9896 小　澤　可　憲 神奈川県
9897 北　上　英　市 ＲＵＮ－札幌
9898 片野坂　和　人 京都府
9899 阿　部　健　一 ＮＴＴ東日本
9900 加　津　敬　亮 釧路市
9901 中　谷　圭一朗 旭川市
9902 田　村　　　徹 ロングラン
9903 森　下　大　雅 苫小牧市
9904 平　木　　　優 木島病院
9905 太　粟　崇　文 群馬県
9906 大　巻　有　人 東京都
9907 立　崎　起　男 株式会社コージ
9908 土　屋　悦　城 東京都
9909 足　立　壮太郎 千歳市
9910 廣　岡　侑　也 埼玉県
9911 櫻　庭　和　友 道エネ　陸上部
9912 宍　戸　瑠　伊 イーバリュー
9913 松　井　秀　樹 札幌市
9914 伊　藤　寿　邦 愛知県
9915 福　山　美　博 けしかＲＵＮ
9916 廣　瀬　　　梓 兵庫県
9917 栄　楽　勇　紀 兵庫県
9918 大　庭　明　夫 埼玉県
9919 橋　場　悠　弥 フィーリスト
9920 櫻　井　俊　治 札幌市
9921 西　田　修　治 ランニャーズ
9922 田　中　秀　和 中標津朋友会
9923 岡　田　一　喜 札幌市
9924 福　島　　　基 江別市
9925 小鹿野　正　人 埼玉県
9926 西　住　直　樹 北あかりＲＣ
9927 藤　吉　祐　介 石川県
9928 植　村　博　行 Ｔ　ｋａｍｕｈ
9929 竹　下　明　文 神奈川県
9930 樋　野　　　智 徳島県
9931 西　田　勝　也 大阪府
9932 藤　井　啓　輔 滋賀県
9933 松　崎　　　努 東京都
9934 豊　田　嘉　清 大阪府

9935 大　川　栄　治 愛知県
9936 為　永　節　雄 大阪府
9937 佐　藤　桂　吾 苫小牧市
9938 千　葉　康　司 ＫａｎｄＯ
9939 田　口　和　志 日本新薬
9940 北　村　　　篤 神奈川県
9941 守　谷　和　俊 東京都
9942 中　尾　公　弥 日清シスコ
9943 堀　江　大　助 神奈川県
9944 仲　野　浩　暢 （株）キムラ
9945 佐　藤　征一郎 札幌市
9946 山　口　卓　也 東京都
9947 住　谷　史　歩 神奈川県
9948 進　藤　貴　史 東京都
9949 堀　江　昌　男 道国保連合会
9950 竹　内　隆　博 ゆるらん同好会
9951 蕪　木　郁　美 埼玉県
9952 西　河　　　琢 千歳市
9953 塩野入　博　昭 札幌市
9954 長谷川　龍　二 函館市
9955 流　石　淳　平 札幌市
9956 池　田　雅　弘 埼玉県
9957 水　野　秀　樹 Ｐまっする
9958 坪　見　典　明 東京都
9959 前　田　　　誠 オン・ジャパン
9960 黒　澤　康　広 茨城県
9961 岡　　　悦　弘 トッパンＲＣ
9962 濱　　　功　之 博愛会
9963 宮　本　章　史 宮本治療院
9964 前　田　勇　介 神奈川県
9965 石　戸　雄　大 大阪府
9966 白　川　　　匠 東野高等学校
9967 阿　部　正　規 ねっとらん札幌
9968 野　田　翔太郎 東京都
9969 渋　谷　　　亮 信用保証協会
9970 川　口　　　建 札幌市
9971 上　野　　　明 上野木型製作所
9972 藤　本　好　広 深川市
9973 後　藤　貴　行 黒松内消防
9974 椎　名　真　吾 旭川市
9975 阿　部　由　徳 札幌市
9976 高　橋　拓　海 旭川市
9977 坂　上　智　啓 走ろうよかろう
9978 角　田　有　佑 札幌市
9979 林　　　宏　太 キッセイ
9980 楠　田　昌　弘 大阪府
9981 大　江　　　洋 苫小牧市
9982 熊　谷　　　浩 東京都
9983 岡　部　　　裕 札幌市
9984 舟　山　秀　徳 札幌市
9985 萩　原　英　昭 ビール飲み隊
9986 田　邉　俊　二 オン・ジャパン
9987 福　井　益　雄 兵庫県
9988 田　村　貞　治 ＤＡＣ東京
9989 五十嵐　公　一 恵庭市
9990 松　村　　　勝 おだクリニック
9991 佐々木　　　龍 日本新薬
9992 高　岡　虎太郎 あさり浜
9993 中　静　　　淳 科学特捜隊
9994 宮　崎　航　大 ＴＡＲＣ蘇州
9995 瓦　谷　　　道 大阪府
9996 斉　藤　　　誠 札幌市
9997 大　川　雅　也 沖縄県
9998 川　村　雄　太 札幌市
9999 打　田　達　也 札幌市
10000 増　渕　　　均 埼玉県
10001 小　松　源　介 翔翡翠
10002 大　森　祐　太 札幌市
10003 塚　本　雄　一 ＴＲＣ
10004 磯　前　尚　宏 日本原電
10005 千　棒　　　隼 美幌町
10006 伊　藤　友　貴 函館市
10007 牧　野　裕　昭 虹色ＷＯＯＤｓ
10008 藤　村　公　己 八雲走遊会
10009 亀　口　裕　一 留萌走ろう会
10010 池　崎　光　恭 兵庫県
10011 須　田　崚　斗 札幌市
10012 門　垣　伸　哉 株式会社ダイブ
10013 成　田　佳　祐 神奈川県
10014 ジェニングス　グレアム 山梨県
10015 白　川　崇　大 農林水産省
10016 宮　本　幸　輝 東京都
10017 本　間　良　介 千歳市
10018 井　山　英　雄 愛知陸協
10019 坂　本　和　之 北海道新聞ＭＣ
10020 大　西　光　希 札幌日産
10021 長谷川　充　宣 札幌市
10022 石　田　和　哉 札幌市
10023 阿久津　智　史 栃木県
10024 手代木　賢　治 秋田陸協
10025 金　崎　哲　平 うさおＲＣ
10026 浅　井　大　志 東京都
10027 坂　元　和　久 宮崎県
10028 星井田　　　瑛 釧路市
10029 別　部　由　彦 長谷川塾
10030 台　　　　　崚 千葉県
10031 中　山　潤　一 千葉県
10032 平　川　健　吾 埼玉県
10033 田　中　靖　隆 スタッフ
10034 西　館　　　慎 釧路市
10035 先　名　孝　亘 サキナヤ
10036 高　橋　諒　伍 静岡県
10037 佐々木　英　二 日本縦断還暦Ｍ
10038 山　本　洋　輔 埼玉県
10039 河　野　正　明 ＪＲ東日本高崎
10040 古　山　　　徹 テクノス北海道
10041 辻　丸　章　美 マラソン同好会
10042 吉　田　　　博 上野幌ＡＣ

10043 谷　江　徹　司 埼玉県
10044 津　川　靖　雄 （株）平成観光
10045 川　上　正　彦 東京陸協
10046 和　知　義　夫 東京都
10047 佐　藤　　　勇 千葉県
10048 高　桑　拓　示 土屋ホーム
10049 木　村　佳　智 ＭＲＣ
10050 井　上　貴　弘 札幌市
10051 井　上　泰　伸 東京都
10052 舘　　　信　彰 帯広市
10053 我　妻　友　和 宮城県
10054 佐々木　直　幸 斜里町
10055 林　　　卓　哉 千葉県
10056 川　東　純　也 大阪府
10057 福　田　純　己 斗南ＲＣ
10058 鈴　木　孝　一 神奈川県
10059 野　村　清　貴 北海道　ＲＣ
10060 村　松　幸　信 ケアプラザ堺
10061 中　橋　知　秋 兵庫県
10062 ＷＯＮＧ　ＣＡＬＶＩＮ 札幌市
10063 橋　目　隆　雄 福岡県
10064 藤　岡　竜　也 埼玉県
10065 林　　　玲　汰 札幌市
10066 藍　　　耕　平 東京都
10067 小　浜　浩　成 ＹＭＲＣ
10068 菅　沼　茂　雄 神奈川県
10069 松　崎　晴　也 千葉県
10070 長谷川　友　也 札幌市
10071 木　村　　　拓 札幌市
10072 忠　海　照　美 北海道中央バス
10073 武　森　美紀男 札幌市
10074 宮　嶋　輝　明 札幌市
10075 勝　呂　太　陽 札幌市
10076 今　野　一　広 ＭＳＤ
10077 大　塚　勝　臣 上平サッカー
10078 遠　藤　広　高 神奈川県
10079 中　村　尚　史 東京都
10080 作　屋　義　昌 東京都
10081 芦　野　泰　和 大阪府
10082 半　谷　幸一良 札幌市
10083 西　口　則　久 アシスト
10084 田　村　祥　吾 進撃の走人
10085 五十嵐　孝　宏 札幌市
10086 大　槻　　　翼 札幌市
10087 志　津　宏　明 江別市
10088 佐　藤　大　作 砂川市
10089 大　橋　雄　二 神奈川県
10090 岩　井　栄　幸 東京都
10091 森　　　宏　之 神奈川県
10092 中　本　篤　志 神奈川県
10093 染　谷　悠　介 札幌市
10094 中　鉢　博　之 東京都
10095 英　　　　　弘 メイコンｏｂ
10096 東　所　賢　吾 東所家
10097 山　田　　　賢 滝川市
10098 米　澤　公　明 伊藤忠ＨＬＨ
10099 澤　田　光　臣 ＫＩＺＵＮＡ
10100 黒　澤　正　人 ほくでんＲＣ
10101 伊　藤　裕　二 Ｘ－リガクーＸ
10102 村　上　雄　大 別海町
10103 菊　池　謙　宏 金安薬局
10104 八　幡　惣　一 大阪府
10105 森　　　健　太 兵庫県
10106 穂　積　伸　一 トゥレップ
10107 関　　　稜　吾 札幌市
10108 菊　地　勇　介 ＯＲＫ
10109 永　井　秀　之 東京都
10110 松　村　　　悟 東京都
10111 山　中　貴　史 千歳市
10112 立　花　慎　一 多田道場
10113 野　澤　太　朔 千歳市
10114 三　浦　宏　之 神奈川県
10115 二　木　良　平 旭川市
10116 鈴　木　　　亮 栃木県
10117 柳　原　勝　弘 北摂ランナーズ
10118 和　田　全　功 ＡＢＣ　ＬＡＢ
10119 小　原　拓　也 八雲総合病院
10120 山　田　郁　博 一人で走るもん
10121 佐　藤　達　也 さっぽろ病院
10122 柴　田　　　綾 東京都
10123 松　岡　貴　文 埼玉県
10124 北　崎　隼　也 京都府
10125 吉　田　　　源 札幌市
10126 武　蔵　拓　也 完走するマン
10127 渡　邉　祐　司 札幌市
10128 畑　嶋　忠　幸 北見はしろう会
10129 工　藤　義　弘 神奈川県
10130 小　沢　　　信 千葉県
10131 萬　代　哲　也 神奈川県
10132 坂　井　　　正 ローイング茨戸
10133 勝　目　優　介 神奈川県
10134 上　山　航　輔 中多走遊会
10135 畠　中　正　喜 恵庭市
10136 齊　藤　祐　士 新潟ファンラン
10137 池　宮　範　人 シーシャイン
10138 楠　　　悟　史 埼玉県
10139 近　藤　倫　世 大阪府
10140 福　岡　研　三 ＦＵＫ
10141 片　座　雅　志 東京都
10142 土　田　祥　生 愛知県
10143 山　下　　　潤 こいこい
10144 栃　尾　慎　太 陸上自衛隊
10145 林　　　達　郎 札幌市
10146 菅　　　晃　宏 旭川市
10147 高　田　雄　平 マルハン
10148 田　保　柊　斗 札幌市
10149 保　坂　有　紀 光生舎
10150 白　尾　　　喬 北広島市

10151 矢都木　二　郎 東京都
10152 福　宿　謙　二 東京都
10153 柴　田　将　忠 愛知県
10154 赤　石　耕　二 神奈川県
10155 由比藤　　　俊 ＢＭＣ
10156 小丹枝　智　彰 札幌市
10157 西　尾　　　渉 東京都
10158 小　寺　孝　治 兵庫県
10159 山　田　英　孝 清水赤十字病院
10160 稲　垣　昌　司 東京都
10161 岩　佐　晋　平 札幌市
10162 寶　田　将　希 札幌市
10163 和　歌　剛　史 伊達市
10164 寺　崎　竜　司 （株）寺崎椅子
10165 小谷中　貴　大 千葉県
10166 花　井　将　美 Ｊａｓｍａｃ
10167 櫛　引　秀　樹 恵庭市
10168 窪　田　優　弘 室蘭市
10169 阿　部　友　幸 ビール飲み隊
10170 川　上　浩　一 千葉県
10171 蒲　谷　将　行 日清製粉
10172 今　渕　　　達 札幌市
10173 布　廣　雄　太 マルゼンシステ
10174 北　野　信一郎 髙橋水産ＥＲＣ
10175 横　井　尚　輝 滋賀県
10176 大　野　恭太郎 長沼町
10177 西　谷　修　一 東京都
10178 川　崎　健太郎 千葉県
10179 鈴　木　康　太 東京都
10180 大　橋　正　彦 大橋歯科
10181 久保田　泰　雄 東京都
10182 山　本　　　卓 三菱電機株
10183 平　子　俊　明 りれいしよん
10184 堀　切　茂　樹 千葉県
10185 宝　本　昌　紀 ｒｉｋｅｎ
10186 田　中　秀一良 留萌走ろう会
10187 三　田　康　弘 ホリデースポー
10188 斉　藤　光　広 Ｒコンセプト
10189 岩　崎　國　夫 女満別ＵＭＣ
10190 関　根　伸　二 茨城県
10191 藤　田　一　巳 王子製紙ＡＣ
10192 杉　原　弘　毅 愛知県
10193 今　西　一　喜 大阪府
10194 三　木　孝　夫 神奈川県
10195 佐　藤　　　均 粟野辰巳会
10196 中　澤　俊　樹 北海道新聞ＭＣ
10197 上　田　　　仁 神奈川県
10198 清　水　　　新 ３年６組ＲＣ
10199 伊　東　秀　起 北海道財務局
10200 田　村　正　義 神奈川県
10201 菊　地　正　武 神奈川県
10202 中　道　俊　成 札幌市
10203 北　口　隆　吾 京都府
10204 野　村　公　禎 ポレポレ
10205 小　廣　伸　次 広島県
10206 本　田　顕　康 大阪府
10207 佐　藤　大　典 ルネサンス浦和
10208 岡　崎　文　昭 江別市
10209 山　田　耕　二 札幌市
10210 上　杉　巧　真 埼玉県
10211 丹　羽　亮　太 ＩＳＨＩＹＡ
10212 竹　次　康　人 遠軽
10213 小　川　和　幸 旭川市
10214 高　橋　真　幸 完走ブラザーズ
10215 二　村　　　修 岩倉ランステ
10216 原　　　隆　男 けんうったーず
10217 大　西　正　則 埼玉県
10218 伊　崎　秀　悟 札幌市
10219 樋　口　康　明 福岡県
10220 岸　　　輝　雄 兵庫県
10221 前　田　嘉　宏 北洋ビジネス
10222 堀　井　　　勇 ＴＭＣ．ＡＣ
10223 佐　藤　栄　規 シュガー
10224 原　　　光　成 東京都
10225 松　井　　　進 旭川ランナーズ
10226 斉　藤　昌　樹 釧路市
10227 加　藤　久　尚 京都府
10228 成　田　正　幸 ＲＵＮ－札幌
10229 山　崎　　　藍 チーム８７
10230 定　本　吉　弘 新美クラブ
10231 八　谷　謙　治 東京都
10232 薄　井　　　傑 江別市
10233 三　輪　國　雄 ＭＨＢＫＡＳＳ
10234 石　黒　義　浩 神奈川県
10235 佐々木　英　明 ごはん網走ニポ
10236 南　川　幸　範 東京都
10237 若　林　正　幸 東京都
10238 瀬　川　隆　司 神奈川県
10239 清　瀬　友　之 東京都
10240 及　川　裕　司 ＨＩＲＣ
10241 城田　なおゆき 神奈川県
10242 木　村　道　寿 熊谷組
10243 中　川　義　明 札幌市
10244 佐　藤　　　真 もみの木歯科
10245 岩　澤　晶　彦 札幌市
10246 上　原　　　尚 ｎｓ－ｔｒｙ
10247 藤　田　　　博 ＦＭＳ
10248 藤　澤　寿　志 ドーコン
10249 海　野　康　弘 神奈川県
10250 大　橋　英　史 ＯＫ２
10251 佐　藤　　　洋 大分県
10252 岩　内　敏　晃 ら・かるま
10253 林　　　元　義 ＮＴＴアカシア
10254 椀　田　隆　宏 神奈川県
10255 斎　藤　繁　幸 サンクール
10256 岩　田　　　穣 ＷｉｎＴｅａ
10257 杉　田　　　守 セキスイハイム
10258 澤　野　千代秀 東京海上日動
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10259 谷　川　勝　也 札幌市
10260 酒　井　宏　満 埼玉県
10261 嘉　野　真　允 札幌市
10262 梅　本　幸　雄 札幌市
10263 斎　藤　　　哲 栃木県
10264 田　中　康　裕 ３年６組
10265 野　上　泰　宏 ｆｒｕｎ
10266 村　川　健太郎 ＲＫＳアリーズ
10267 白　井　博　夫 東京都
10268 久　家　博　和 大阪府
10269 久　藏　友　生 埼玉県
10270 川　津　公　教 中空知浄水場
10271 井　上　武　夫 深川市役所
10272 平　岡　　　誠 軽井沢ＮＲＣ
10273 溝　口　善　昭 帯広市
10274 近　藤　雅　昭 兵庫県
10275 横　山　　　匡 寿運
10276 平　山　雄　三 ゆっくりーず
10277 奥　村　　　航 網走
10278 善　光　安　次 神奈川県
10279 杉　田　克　哉 北広島市
10280 粟　谷　清　輝 滋賀県
10281 佐　藤　篤　明 行政評価局
10282 小野寺　新　市 帯広市
10283 清　治　翔　伍 札幌市
10284 熊　谷　正　志 北広島高校
10285 小　平　　　権 ＲＵＮ―札幌
10286 佐　藤　達　也 サザン応援団
10287 竹　本　安　司 大阪府
10288 滝　口　数　英 上江別小
10289 中　川　　　樹 東京都
10290 田　中　耕太郎 興亜第一
10291 椎　葉　健　一 埼玉県
10292 三　浦　　　猛 ＷＣＦ
10293 南　川　正　宏 札幌市
10294 高　橋　大　輔 ＰＤＣＡＲＣ
10295 山　本　淳　也 兵庫県
10296 小　山　収　平 ｖｆｒ８００
10297 川　崎　　　史 釧路市
10298 深　見　公　雄 ノースラビット
10299 平　山　貴　彦 チーム貴！
10300 佐　藤　千代一 秋田県
10301 磯　田　　　健 神奈川県
10302 山　添　彰　三 和歌山県
10303 宮　本　　　淳 埼玉県
10304 佐々木　　　勝 モーランズ
10305 酒　井　義　光 駿台スキー
10306 伊　藤　昭　彦 札幌市
10307 高　橋　真　悟 江別市
10308 鹿　海　彰　裕 しいやんＲＵＮ
10309 紺　世　知　彦 苫小牧市
10310 三　木　　　純 京都府
10311 青　木　　　賢 旭川信用金庫
10312 岡　本　敏　博 札幌市
10313 迎　　　義　和 長崎県
10314 佐　藤　　　浩 函館空港管制官
10315 小　川　秋　一 ＴＭＨ
10316 土　田　　　隆 札幌陸協
10317 竹　森　　　潤 旭川市
10318 佐々木　　　肇 北海道開発局
10319 上　林　太　一 函館市
10320 福　士　忠　昭 道マラソンク
10321 村　上　由季人 シノダ総合保険
10322 上　嶋　幸　則 東京都
10323 村　山　桂　己 凹たれん隊
10324 羽　賀　宗　博 チームＨＡＧＡ
10325 鈴　木　和　彦 チームパンダ
10326 高　田　美　秋 走れ正義の味方
10327 長　尾　重　信 札幌市
10328 岡　川　　　泰 斗南病院
10329 伊　藤　秀　朗 大阪府
10330 西　村　幸　祐 ＧＲＣ
10331 藤　川　志　朗 岩見沢市
10332 井　須　敦　志 札幌市
10333 志　茂　勝　彦 東京都
10334 飛　田　政　昭 チーム夢芝居
10335 大　高　雅　秋 北広島１１６５
10336 内　田　喜　一 余市町
10337 水　江　一　弘 室蘭市議会
10338 杉　本　兼　弘 札幌市
10339 今　井　　　適 今井商店
10340 野　田　幸　永 自衛隊北海道
10341 片　岡　直　彦 ＥＹ新日本
10342 許　　　弘　毅 裏アロハ
10343 浅　香　雄一郎 ＴＣＣ
10344 赤　坂　和　也 京王設備サービ
10345 出　村　義　治 北あかりＲＣ
10346 相　原　明　治 雨竜町
10347 嶋　田　愛　一 札幌市
10348 渡　邊　寛　之 広島県
10349 加　藤　弘　暉 千葉県
10350 佐々木　尊　綱 キムラリース
10351 本　田　裕　宣 ＨＯＮＤＡ－Ｒ
10352 森　　　秀　樹 ＵＲＣ
10353 寺　本　和　弘 札幌市
10354 石　山　裕　章 愛知県
10355 矢　口　雅　博 建設技術研究所
10356 富　田　卓　也 東京都
10357 長　野　孝　昭 札幌市
10358 秋　元　俊　秀 札幌市
10359 岡　元　　　啓 東京都
10360 佐　藤　英　樹 デーキー倶楽部
10361 陣　内　雅　史 東京都
10362 伊　賀　　　満 恵庭市
10363 森　　　康　丞 愛媛県
10364 山　田　秀　剛 江別市
10365 森　田　直　樹 三重県
10366 上　原　隆　士 損保ジャパン

10367 高　嶋　博　利 ｓａｒｏｍａＤ
10368 岸　本　友　宏 江別市
10369 川　畑　和　博 イブリジニー
10370 中　田　浩　道 ＨＯＰＥ
10371 小　澤　正　明 イーライリリー
10372 細　川　知　宏 群馬県
10373 森　　　英　俊 神奈川県
10374 久木田　　　幹 北広島ＲＣ
10375 由　良　省　二 東京都
10376 箱　谷　靖　彦 大阪府
10377 土　橋　　　陽 京都府
10378 古　家　　　篤 東京都
10379 永　田　英　二 札幌市
10380 伊　藤　芳　史 きゆーぴハーフ
10381 神　谷　昭　勝 ぷーちゃんず
10382 藤　井　博　昭 藤井薬局
10383 長　田　浩　志 埼玉県
10384 恒　川　昌　寿 道南ＲＣ・ＯＢ
10385 澤　田　佳　祐 Ｒ２北海道
10386 青　木　秀　之 東京都
10387 鈴　木　一　洋 愛知県
10388 及　川　孝　司 北医療大病院
10389 辻　　　一　典 東京都
10390 小　山　重　明 茨城県
10391 土　川　貴　裕 健走会
10392 古　澤　芳　則 東かんぽＲＣ
10393 北　野　常　雄 札幌市
10394 峯　岸　　　寛 登別市
10395 弘　中　翔太郎 札幌市
10396 山　本　広　明 チームやまと
10397 青　木　一　平 札幌市
10398 仲尾次　康　秀 沖縄県
10399 山　崎　延　介 岩見沢市
10400 上　紙　正　規 鳥取県
10401 中　元　正　伸 参天製薬（株）
10402 宮　澤　慶　太 山手逆走会
10403 高　木　尚　司 愛知県
10404 釜　沢　秀　俊 モーランズ
10405 佐　藤　秀　俊 茨城県
10406 相　澤　孝　一 江別市
10408 熊　谷　　　祐 時計台記念病院
10409 清　原　瑞　希 広島県
10410 宮　川　忠　義 タム
10411 金　澤　眞　澄 あゆみちゃんＲ
10412 箕　輪　昌　啓 神奈川県
10413 鈴　木　宏一郎 北のマラニック
10414 石　井　晃　一 北見セイゲツ
10415 江　上　由　宣 ムトウ
10416 田　口　秀　樹 トヨタ北海道
10417 林　　　貴　大 札幌市
10418 安　部　貴　廣 札幌走ろう会
10419 鶴　岡　一　洋 北海道リース
10420 星　野　朋　己 函館走ろう会
10421 児　玉　博　貴 北見市
10422 土　肥　誉士男 千葉県
10423 立　見　直　道 札幌市
10424 鷹　田　祐　靖 野幌公園走会
10425 山　田　純　嗣 大阪府
10426 久　保　善　法 さるふつＡＣ
10427 山　本　光　男 北海道西濃運輸
10428 小　山　仙　誠 大阪府
10429 平　間　　　慶 神奈川県
10430 吉　田　光　男 東京都
10431 大　野　　　聡 Ｒ２東日本
10432 浅　見　俊　仁 風鈴小僧
10433 柏　木　　　仁 札幌市
10434 由　井　信　緒 福岡県
10435 山　田　　　泰 所沢おおはら村
10436 半　田　定　義 大阪府
10437 岡　安　賢　明 札幌市
10438 中　田　照　祥 山口県
10439 浅　利　剛　裕 ＴＣＹＭ
10440 高　橋　浩　揮 あいの里ＲＣ
10441 原　田　明　弥 札幌市
10442 籏　本　恵　介 深川市立病院
10443 矢　部　多加夫 東京都
10444 赤　坂　壮　市 チームのむ番外
10445 鈴　木　勝　久 東京都
10446 笠　原　慎　吾 静岡県
10447 桃　井　光　一 横浜緑走友会
10448 佐　藤　大　介 壱軸倶楽部
10449 山　口　勝　正 神奈川県
10450 平　井　　　洋 ヌプリ会
10451 田之岡　真　兼 札幌市
10452 橋　本　　　武 兵庫県
10453 三　角　直　紀 福岡県
10454 山　田　直　樹 ＪＯＹ　ＲＵＮ
10455 近　藤　享　史 札幌市
10456 長　塚　直　樹 福島県
10457 山　口　政　隆 わさほさ
10458 東　野　雄　歩 かむいクロカン
10459 星　野　道　明 東京都
10460 高　邑　明　夫 旭川厚生ＲＣ
10461 三　木　祐　二 ＳＷＡＣ
10462 井　田　健　一 ＴＤＪ関西
10463 小　林　章　浩 兵庫県
10464 下　地　貴　明 東京都
10465 中　澤　　　強 札幌市
10466 金　子　　　泰 大阪府
10467 田　宮　勝　英 札幌市
10468 五　島　一　浩 広島県
10469 廣　田　　　理 大阪府
10470 横　山　　　充 らんランＲＵＮ
10471 河　崎　幸　徳 福岡県
10472 櫛　田　　　淳 株式会社カネカ
10473 田　村　陽　平 ネッツ道都
10474 相　蘇　　　純 札幌市
10475 若　園　明　弘 札幌市

10476 岡　田　順　嗣 岡山県
10477 斎　藤　知　晃 神奈川県
10478 細　田　正　浩 ぶららぐ東海
10480 関　　　伯　之 プルデンシャル
10481 大　橋　　　崇 新潟県
10482 舘　山　良　樹 岩見沢市
10483 長　尾　篤　人 京都府
10484 菅　野　　　宏 富山県
10485 竹　内　　　剛 ＳＣＶＣ
10486 佐　藤　辰　雄 札幌市
10487 すれぼだ　りちゃーど ＫＰＭＧ
10488 長　尾　　　勝 札幌市
10489 中　村　昌　毅 札幌市
10490 小　暮　一　之 興和
10491 沢　内　佑　也 札幌市
10492 日　暮　健　一 東京都
10493 井　上　達　也 神奈川県
10494 川　瀬　裕　正 愛知県
10495 根　岸　淳二郎 ｎｅｇｉｓｈｉ
10521 藤　田　　　誠 岩田地崎ＳＲＣ
10522 棚　橋　雅　人 ラン友
10523 長谷川　　　毅 メダクタ
10524 丸　山　建一郎 チームハピネス
10525 星　崎　　　眞 シターラ
10526 河　野　浩　明 札幌市
10527 大　前　宏　和 ＳＴＣ
10528 岩　井　理　直 兵庫県
10529 舟　橋　拓　弥 札幌市
10530 野　村　貴　博 くうすけ
10531 小　林　秀　和 大通レジデンス
10532 金　谷　秀　晴 ＳＹＵＵＳＥＩ
10533 地　主　広　平 ＡＮＡ
10534 城　座　大　輔 ｓｉｄｅ－Ｂ
10535 本　間　清　隆 ＦマリノスＲＣ
10536 沖　本　頼　政 共栄美装（株）
10537 南　部　敏　和 小樽陸協
10538 渋　井　洋　一 キャラサラ
10539 畠　山　幸　三 神奈川県
10540 西　條　政　幸 札幌市
10541 大　岡　延　至 東京都
10542 土　屋　直　己 東京都
10543 羽　賀　重　之 札幌けんじん会
10544 森　　　武　仁 札幌市
10545 劉　　　健　豊 神奈川県
10546 古　澤　　　晃 札幌市
10547 菅　原　利　浩 ランランクラブ
10548 池　田　正　治 札幌市
10549 石　黒　貴　也 ＴＴランナーズ
10550 寺　島　弘　高 長野県
10551 目　抜　　　勉 Ｎ’ｓＦＲＣ
10552 和　田　雄　二 札幌スポ館ＲＣ
10553 田　中　正　信 東京都
10554 高　橋　清　二 東京都
10555 本　間　博　昭 北大生協
10556 佐　藤　幸　徳 千歳市
10557 神　田　三智弘 東京都
10558 能登路　俊　郎 鳥取県
10559 鎌　田　　　敦 宮城県
10560 金　児　庸　平 旭川市
10561 柳　内　克　行 矢切ＲＣ
10562 古明地　孝　宏 砂川市立病院脳
10563 池　谷　圭　裕 北見市
10564 矢野根　雅　人 札幌市
10565 戸　谷　友　宏 長野県
10566 坂　田　　　光 ヨコハマタイヤ
10567 鈴　木　一　平 鉄人未遂
10568 福　原　康　洋 札幌市
10569 甲　斐　　　出 熊本高校山岳部
10570 寺　岡　　　亮 新潟県
10571 小　松　将　人 北斗ランク
10572 安　田　径　央 札幌市
10573 佐　藤　達　哉 旭川つばさＬＯ
10574 古　川　真　郎 札幌市
10575 谷　口　卓　爾 東京都
10576 久　保　雅　信 メガロス鷺沼
10577 宮　本　健志郎 江別市
10578 山　本　清　和 ＵＲＣ
10579 矢　野　俊　介 札幌市
10580 戸口田　淳　也 京大ＣｉＲＡ
10581 藤　江　和　輝 札幌市
10582 生　駒　　　徹 アットホーム
10583 西　森　英　史 札幌道都病院
10584 山　家　誠　司 東京都
10585 中　村　雅　人 静岡県
10586 佐　藤　則　夫 ＪＨＢ
10587 藤　本　智　彦 住友化学
10588 前　山　鉄　也 エイジス北海道
10589 二　瓶　伸　一 にへーでーびる
10590 松　澤　　　翔 長野県
10591 オーエン　スティーブン 東京都
10592 松　浦　光　政 トヨタ北海道
10593 高　階　永　哲 琉小走り部
10594 氏　原　謙　一 大阪府
10595 塚　本　隆　裕 札幌市
10596 宮　本　　　進 山の手愛走会
10597 大　方　直　樹 札幌市
10598 二　宮　秀　聡 東京都
10599 林　下　千　栄 札幌市
10600 加　藤　清　道 士別翠月登山Ｃ
10601 野　本　和　彦 埼玉県
10602 関　本　　　修 トナカイ
10603 杉　達　浩　昭 樹凛工房
10604 灘　野　邦　敏 ＳＤＲＣ
10605 高　橋　　　均 Ｆｒｕｎ
10606 宮　川　生　史 名寄市役所ＪＣ
10607 木　村　公　治 うくらいな
10608 三　上　　　博 スクラッチ
10609 清　水　淳　郎 ショカラン

10610 鈴　木　真一郎 札幌市
10611 中　塚　雄一郎 ち～むつねさま
10612 小　川　　　晃 千葉県
10613 寺　尾　信　也 愛知県
10614 折　田　祥　之 札幌市
10615 関　根　賢二郎 東京都
10616 奈　良　友　和 大館市立病院
10617 藤　田　正　行 千葉県
10618 清　水　教　史 札幌市
10619 糸　田　光　儀 札幌市
10620 小野田　　　賛 愛知県
10621 村　山　光　男 ふらっちよ
10622 相　坂　慎　吾 ヨルダンず
10623 上　田　　　要 石川県
10624 荒　川　邦　夫 札幌市
10625 堀　内　一　貴 神奈川県
10626 清　水　　　純 ていね
10627 小　原　知　毅 埼玉県
10628 高　橋　　　章 仙台市交通局
10629 増　田　祥　之 チェリブロＲＣ
10630 上　村　敏　郎 気楽にハシロー
10631 田　中　英　治 千葉県
10632 高　橋　尚　志 東京新聞
10633 林　　　浩　平 札幌市
10634 茅　原　由　秀 札幌市
10635 柚　原　洋　一 札幌市
10636 和　田　　　弘 奈良県
10637 有　井　理　哉 札幌市
10638 近　藤　恭　史 砂川市
10639 菅　原　義　智 東京都
10640 今　　　靖　則 千葉県
10641 正　田　克　成 東京都
10642 嶋　田　純　也 どんどどさんこ
10643 松　田　和　慶 ハコカフェ
10644 佐　藤　　　斉 かめかめ王国
10645 永　山　俊　明 北見市
10646 高　橋　定　大 札幌市
10647 宇　野　裕　史 奈良県
10648 小　柳　昌　彦 埼玉県
10649 加　藤　　　基 愛知県
10650 須　田　辰　彦 足利銀行
10651 三　輪　大　介 愛知県
10652 小　林　典　暁 神奈川県
10653 古　川　克　久 東京都陸協
10654 峰　　　雄　斗 札幌市
10655 安　井　一　俊 札幌市
10656 三　好　智　也 シーエスアイ
10657 藤　井　菊　男 札幌市
10658 奥　山　睦　規 グッジョブ
10659 土　井　純　一 三重県
10660 渦　岡　謙　一 うずちゃんず
10661 斉　藤　伸　樹 豊生会
10662 吉　田　和　広 鹿児島県
10663 福　本　恭　久 兵庫県
10664 倉　科　裕　司 ＤＢＩ
10665 中　野　　　悟 ３１０４クラブ
10666 林　　　啟　民 神奈川県
10667 大　塚　武　生 東京都
10668 小　泉　　　響 神奈川県
10669 越　村　秀　樹 札幌市
10670 中　西　孝　志 旭川市
10671 中　村　正　一 村尾設備
10672 花　川　敏　幸 札幌市
10673 石　原　尚　之 つうけん
10674 高　鍬　　　亮 輔仁会ＲＣ
10675 杉　浦　優　治 西尾剣連
10676 温　井　健　夫 ＨＣＭＣ　ＲＣ
10677 平　子　昭　蔵 帯広楽走会
10678 國　島　　　栄 恵み野走遊会
10679 三　枝　良　輔 東京都
10680 山　本　一　郎 オーシャンナビ
10681 長谷川　　　敦 札幌市
10682 須　磨　　　光 京都北大路ＪＣ
10683 菊　地　　　隆 あしょろ
10684 竹　田　　　哲 札幌市
10685 林　　　知　明 ＴＣＴ
10686 蓮　尾　令　二 福岡県
10687 阿　部　凜太朗 札幌市
10688 上　島　邦　彦 長野県
10689 ギルバート　クリス 東京都
10690 堀　　　啓　知 札幌市
10691 大　西　公　太 遠軽町
10692 佐　藤　健　治 Ｒ．Ｋ．Ｍ
10693 佐々木　元　也 神奈川県
10694 神　尾　和　彦 兵庫県
10695 佐　野　彰　紀 威咲夢じゃぱん
10696 中　井　　　浩 福岡県
10697 岡　田　恒　弘 岡田クリニック
10698 佐　藤　大　貴 ＧＳ＿ｋｏ
10699 菊　地　貴　之 ＨＩＴ
10700 河　野　雅　裕 東京都
10701 宮　城　拓　哉 札幌市
10702 内　村　康　人 東京都
10703 中　田　泰　広 札幌市
10704 笠　原　慶　弘 埼玉県
10705 尾　崎　　　稔 東京都
10706 桝　本　辰　夫 なし
10707 森　川　なるお エムジテクノス
10708 福　田　房　夫 ｆ＆ｍ
10709 今　野　茂　雄 千葉県
10710 十　野　隆　志 和歌山県
10711 大　高　泰　昭 練馬ランサー
10712 金　子　哲　也 札幌市
10713 林　　　俊　史 岡山県
10714 齊　藤　栄　一 神奈川県
10715 小　西　崇　永 埼玉県
10716 古　田　雅　樹 リオ◆倶楽部◆
10717 水　戸　文　彦 北海道

…日本陸上競技連盟登録競技者
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10718 滝　口　公　康 札幌市
10719 北　川　和　祐 札幌市
10720 石　川　一　人 北海道リース
10721 笠　井　宏　也 北あかり
10722 庄　司　知　弘 大阪府
10723 長　尾　法　明 江別市
10724 岡　田　　　要 日本曹達
10725 久保木　　　誠 三菱電機鎌倉
10726 松　本　祐　治 鳥取県
10727 大　西　一　美 江別市
10728 齋　藤　徳　夫 愛知県
10729 惣　野　正　久 もうすぐ還暦
10730 田　畑　順　次 日高ランナーズ
10731 富　田　　　研 ウユニックス
10732 篠　原　　　啓 フレアスト東
10733 曽　江　啓一郎 Ｄ　Ｓ
10734 松　本　光　正 ＢＸ
10735 杉　本　直　哉 札幌市
10736 宮　本　裕　也 大阪府
10737 都　築　健　人 神奈川県
10738 沼　田　勇　二 チーム沼田
10739 町　田　政　彦 神奈川県
10740 板　谷　秀　樹 神奈川県
10741 吉　田　友　洋 札幌市
10742 三　島　　　浩 埼玉県
10743 石　岡　尚　之 こはるＲＣ
10744 北　岡　俊　夫 サッポロビール
10745 堀　　　清　成 札幌南整形外科
10746 細　川　雅　文 日本郵便
10747 工　藤　誉　己 函館市
10748 三　浦　弘　人 六華ランナーズ
10749 狩　野　真　輝 斗南ＲＣ
10750 岸　本　浩　行 東京都
10751 辻　栄　敏　文 ファントルポ
10752 吉　岡　孝　志 道マラソンク
10753 馬　場　克　也 チーム♾

10754 千　葉　大　輝 岩見沢市
10755 木　村　慶　紀 キームーイーツ
10756 三　俣　源　太 京都府
10757 菊　池　　　朗 神奈川県
10758 小　林　淳　記 東京都
10759 中　井　崇　統 東京都
10760 村　上　　　領 千葉県
10761 横　山　洋　樹 東京都
10762 橋　本　和　浩 ＤＯ走会
10763 中　澤　　　健 群馬県
10764 岩　田　康　平 倶知安町
10765 鎌　田　拓　哉 チームからふる
10766 尾　形　晴　人 きらやかリース
10767 大　石　直　毅 東京都
10768 竹　内　良　和 埼玉県
10769 三　浦　浩　明 ケアライフ王子
10770 岩　崎　洋　樹 東京都
10771 高　橋　朋　之 神奈川県
10772 木　村　誠　一 大阪府
10773 五十嵐　　　岳 神奈川県
10774 和　田　　　浩 千葉県
10775 明田川　和　敏 札幌市
10776 佐々木　亮　介 札幌北高
10777 佐　藤　　　曜 東京都
10778 仁志川　武　史 千葉県
10779 徳　久　　　彰 大阪府
10780 磯　貝　征　嗣 札幌市
10781 佐　藤　　　純 旭川医大
10782 進　藤　佳　彦 神奈川県
10783 柳　田　優　一 ギータＲＣ
10784 細　野　友　則 札幌市
10785 中　島　悠　真 札幌市
10786 武　原　義　典 札幌市
10787 兼　松　忠　輔 当別町
10788 神　宮　　　敦 東京都
10789 新　田　涼　介 函館市五稜郭中
10790 林　　　孝　英 岐阜県
10791 佐　井　　　亮 アリギリス
10792 石　倉　岳　夫 札幌市
10793 日　野　久　幸 愛媛県
10794 志　賀　裕　樹 千葉県
10795 齋　藤　　　充 東京都
10796 那賀島　　　聡 帯広市
10797 木　村　友　哉 チームＳ．Ｋｉ
10798 柴　　　敏　之 旭川市
10799 大　鐘　秀　峰 札幌国際大学
10800 西　野　康　介 神奈川県
10801 松　田　浩　一 神奈川県
10802 塚　本　陽　一 兵庫県
10803 多　田　浩　起 多田製麺所
10804 大河原　好　博 ＨＴＫ
10805 吉　田　直　久 札幌市
10806 羽　田　喜　一 奈良県
10807 田　中　則　幸 北見市
10808 吉　川　博　樹 札幌市
10809 山　下　　　章 千葉県
10810 齋　藤　淳　二 群馬県
10811 箭　原　勝　美 北見市
10812 篠　崎　達　彦 千葉県
10813 高　橋　昂　志 東京都
10814 藤　井　裕　大 愛知県
10815 荒　牧　正　豪 チーム１００
10816 芹　生　　　卓 神奈川県
10817 木　村　展　久 東京都
10818 依　岡　　　聡 東京陸協
10819 栗　本　達　生 和歌山県
10820 山　本　志　郎 愛知県
10821 松　岡　佳　秀 Ｋ＿ｋｉｄｓ
10822 新　井　　　宏 北広島大曲東小
10823 加　藤　泰　央 株式会社カネカ
10824 竹　内　秀　樹 株式会社カネカ
10825 守　實　計　司 ネッツ札幌

10826 北　岡　康　徳 愛知県
10827 竹　内　晃　一 高知県
10829 山　下　貴　久 埼玉県
10830 佐　藤　尚　之 ホッケーＯＢク
10831 朝　長　賢　一 グッジョブ
10832 高　橋　正　人 札幌アルペン
10833 若　住　周　平 東京都
10834 近　藤　　　湧 札幌円山整形
10835 田　村　輝　章 物林ＲＣ
10836 福　田　道　伸 サムズアップ
10837 古　谷　将太郎 ＴＶｈ　ＲＣ
10838 矢　原　辰　成 浜中町
10839 原　田　良　一 札幌走ろう会
10840 門　脇　裕　司 札幌市
10841 近　藤　吉　一 さくら補聴器
10842 市　　　　　弘 神奈川県
10843 舩　津　公　憲 静岡県
10844 永　友　光　二 宮崎県
10845 橋　本　考　司 東京都
10846 高　橋　勇　気 カローラ札幌
10847 本　間　忠　俊 Ｒ２東日本
10848 櫻　井　謙　三 神奈川県
10849 森　谷　耕　賞 札幌市
10850 高　橋　一　人 スミカワチョイ
10851 野　田　泰　永 東京都
10852 蒲　　　賢　一 Ｎ’ｓ　ＦＲＣ
10853 三　橋　義　信 ショカール
10854 宮　田　　　修 上三川町
10855 小　松　裕　樹 中外製薬
10856 小　野　美　宏 岩見沢市
10857 長谷川　陽　一 大阪府
10858 木　村　英　俊 ＯＫ２
10859 中　　　健　一 ケイジャーズ
10860 中　川　朋　尚 門前仲町ＲＣ
10861 児　玉　真　和 静岡県
10862 早　坂　康　志 ＯＫ２
10863 矢　野　順　一 大阪府
10864 須　田　正　規 札幌市
10865 落　合　靖　裕 札幌市
10866 中　田　隆　臣 広島県
10867 箭　内　正　輝 札幌市
10868 黒　田　　　徹 埼玉県
10869 安　田　純　一 札幌市
10870 平　柳　義　人 東京都
10871 伊　藤　則　仁 ◆チーム西御料
10872 山　中　勝一郎 ちーむらんらん
10873 高　橋　　　巧 ＣＭＳＣ競争部
10874 奥　島　　　繁 岩手県
10875 乾　　　登史孝 大阪府
10876 西　口　竜　祐 札幌市
10877 樽　井　敏　男 大阪府
10878 工　藤　　　祥 遠軽町
10879 福　本　　　亮 兵庫県
10880 今　西　隆　雄 埼玉県
10881 稲　岡　昇　太 氷丘南幼稚園
10882 林　　　慶太朗 ＲＯＫＵＺＯ
10883 庭　瀬　幸　二 青森県
10884 神　成　将　来 第一生命
10885 増　田　健　二 日本郵便
10886 目　澤　　　暁 江別市
10887 小笠原　　　章 北開工営
10888 三　宅　政　裕 三重県
10889 小田切　仁　志 東京都
10890 米　田　　　篤 ほっさーず
10891 太　田　康　児 京都府
10892 三　宅　俊　昭 横浜都筑ＡＣ
10893 山　田　崇　申 北陸銀行
10894 鶴　田　　　滋 東京都
10895 五十嵐　和　秀 北大
10896 小　川　卓　彦 ◆幸太＆くるみ
10897 廣　瀬　充　弘 恵中排球部ＯＢ
10898 中　森　洋　治 愛知陸協
10899 鈴　木　克　明 愛知県
10900 佐　藤　大　輔 稚内市
10901 岩　崎　成　晃 小樽市
10902 工　藤　博　幸 秋田県
10903 佐　藤　　　遼 三重県
10904 若　松　　　茂 函館
10905 澄　川　成　大 神奈川県
10906 池　田　英　司 千歳支援学校
10907 相　原　清　輝 犬猫応援団
10908 浜　口　勝　彦 カンロ
10909 米　田　圭　佑 江別市
10910 平　井　　　守 東京都
10911 浮　穴　純　貴 札幌市
10912 石　原　茂　雄 ＮＤＴＣ
10913 北　嶋　　　潤 北広島市
10914 内　海　靖　弘 大阪府
10915 橋　本　健　介 北海道リース
10916 藤　田　和　之 ＮＣＯＳ札幌
10917 濱　田　康　裕 えざきゴルフ
10918 田　中　慶　治 神奈川県
10919 川　元　正　明 山口県
10920 水　越　英　通 チームマスイ
10921 布　重　雅　宣 旭印ランナーズ
10922 松　尾　晃太郎 福岡県
10923 中　村　隆　基 札幌市
10924 松　尾　正　則 福井県
10925 宮　田　貴　仁 東京都
10926 挽　野　　　剛 Ｓ＆Ｎ
10927 金　　　澤　富 ＩＡＴ
10928 上　川　武　人 技術士稲門会
10929 小　林　順　一 函館市役所ＤＨ
10930 井　田　雅　之 さっぽろ１０９
10931 村　屋　　　諭 函館走ろう会
10932 岡　田　　　昇 札幌市
10933 高　畠　　　誠 途夢走爺
10934 桐　山　賢　二 札幌市

10935 出　倉　幹　也 宗谷医院
10936 児　玉　宗　正 ＦＲＵＮ
10937 小　崎　裕　史 旭川市
10938 中　村　浩　二 札幌慈啓会
10939 澤　口　敏　洋 Ａコープ湧別
10940 仲　森　哲　也 京都府
10941 福　永　恭　久 奈良県
10942 割　出　邦　治 大阪府
10943 井　内　常　善 札幌市
10944 高　瀬　英　信 新ひだか町
10945 中　西　一　成 千葉県
10946 江　良　道　生 札幌市
10947 田　村　雄　也 札幌市
10948 持　田　恒太郎 東京都
10949 犬　塚　　　斉 愛知県
10950 喜　井　智　章 ＨＡＫＵＯＨ
10951 アルロシド　セプティアン 札幌市
10952 尾　崎　太　朗 北見市
10953 阪　本　智　也 札幌市
10954 坂　本　浩　之 東京都
10955 松　山　貴　泰 キミドリ
10956 平　井　正　夫 東京都
10957 大　沼　義　彦 日本女子大学
10958 水　本　光　一 浜線ランナーズ
10959 稲　本　　　稔 宮城ＵＭＣ
10960 松　本　敏　彦 神奈川県
10961 長　澤　克　明 兵庫県
10962 梅　田　文　太 ニコニコ走う会
10963 小　堀　苦味男 札幌市
10964 山　本　　　学 ロジェ
10965 石　井　孝　典 東京都
10966 橋　谷　英　介 札幌市
10967 鈴　木　哲　也 神奈川県
10968 廣　山　祐　平 札幌市
10969 崎　田　英　夫 ＹＴＳー２１
10970 前　田　楓　季 札幌市
10971 藤　中　宏　二 東京都
10972 吉　田　明　仁 札幌市
10973 高　橋　義　信 室蘭市
10974 新　田　博　夫 三田市富士ＲＣ
10975 境　　　康　弘 大阪府
10976 渡　辺　崇　啓 札幌市
10977 田　中　忠　浩 新フリーラン
10978 若　林　　　徹 旭川神居東小
10979 佐久間　　　渉 札幌市
10980 佐　藤　　　太 札幌市
10981 松　井　正　広 札幌市
10982 下　薗　秀　之 兵庫県
10983 阿　部　洋　一 上春別走遊会
10984 関　矢　　　博 神奈川県
10985 藤　野　太　郎 東京都
10986 古　池　善　司 福岡県
10987 金　田　亘　司 釧路市
10988 高　木　淳　一 ＪＳＨＡ
10989 小久保　秀　哉 札幌市
10990 笹　木　浩　二 茨城県
10991 橋　本　浩　一 宮城県
10992 谷　口　正　一 東京都
10993 小　泉　　　徹 新得町
10994 古　橋　　　聖 茨城県
10995 鈴　木　寿　彦 千葉県
10996 菊　地　義　人 札幌市
10997 山　科　雄　介 東高ランナーズ
10998 高　田　達　明 札幌市
10999 辻　　　　　至 札幌市
11000 山　崎　雅　弘 ホッチャレーズ
11001 橋　本　　　将 東京都
11002 島　田　雄　介 札幌市
11003 蒔　苗　威　哉 札幌市
11004 角　倉　　　健 兵庫県
11005 赤　尾　　　勝 熊高軟庭部ＯＢ
11006 東　城　正　佳 愛知県
11007 穴　田　有　一 北海道情報大学
11008 田　村　直　之 江別市立病院
11009 本　松　憲　明 福岡県
11010 佐　橋　朝　利 愛知県
11011 西　島　照　明 音更町
11012 榊　原　　　滋 函館市
11013 星　　　克　治 クレハ
11014 橋　本　隆　行 のりりんクラブ
11015 森　田　易　味 東京都
11016 竹　田　裕　之 千葉県
11017 渡　辺　典　明 神奈川県
11018 小　林　　　誠 小林石材
11019 西　　　英　二 ａｂｂｏｔｔ
11020 藤　本　康　弘 千葉県
11021 源　原　　　洋 東京都
11022 前　田　浩　志 ＪＦＣ
11023 和　田　　　亨 林道闘魂会
11024 川　井　正　浩 まさまさ倶楽部
11025 井　上　　　誠 あいき会
11026 鳥　巣　和　則 長沼小
11027 菅　原　和　彦 オレンジ
11028 石　渡　瑞　穂 エナみらいＲＣ
11029 鈴　木　康　太 まつしたくらぶ
11030 山　崎　泰　之 小樽市
11031 西　田　晴　信 宇部市役所
11032 平　山　　　哲 神奈川県
11033 高　田　良　一 大阪府
11034 佐　藤　浩　一 東京都
11035 湯　原　勇　夫 チーム桑のみ
11036 木　村　茂　雄 埼玉県
11037 遠　藤　　　幹 静内山岳会
11038 田之畑　忠　年 日本林業土木
11039 熊　谷　美　治 王子製紙ＡＣ
11040 粂　井　資　行 長野県
11041 吉　田　幸　文 兵庫県
11042 小　林　幹　男 国土交通省

11043 宮　田　　　健 札幌市
11044 光　島　直　希 太陽生命
11045 坂　本　雅　克 チームとりべ
11046 黒　川　暁　夫 ＳＲＺ
11047 奥　保　真　一 大阪府
11048 中　山　　　康 千葉県
11049 山　崎　仁　志 フル百回楽走会
11050 平　山　哲　也 札幌市
11051 中　山　直　樹 千葉県
11052 浦　瀧　政　洋 札幌市
11053 芳　賀　雄　一 ＳＲＨ２０１５
11054 荒　　　英　樹 愛知県
11055 高　田　豊　和 岡山県
11056 岡　本　栄　治 楽走４１２旭川
11057 三　好　輝　政 石川県
11058 竹　下　雄　佑 東京都
11059 馬　島　直　樹 札幌市
11060 岡　田　成　章 千葉県
11061 石　田　弘　毅 千葉県
11062 堀　田　　　亮 株式会社カネカ
11063 高　松　陵　介 大日本印刷
11064 佐　藤　彰　芳 愛知県
11065 大屋敷　　　全 札幌市
11066 外　部　誓　夫 美中ＲＣ
11067 渡　邊　聡太朗 札幌市
11068 染　谷　吉　一 三菱製鋼室蘭
11069 早　川　公　明 山梨県
11070 上　田　隆　樹 えぞ父子ネット
11071 成　田　健太郎 ＢＲーＨＯＰＥ
11072 五十嵐　貴　人 札幌市
11073 工　藤　章　裕 帯広第一病院
11074 中　田　繁　祐 北北ダイハツ
11075 小　松　崇　史 札幌市
11076 大　石　良　明 三笠ＭＳＣ
11077 橋　場　弘　之 札弁野球部
11078 原　田　　　仁 札幌市
11079 小　林　貴　行 札幌市
11080 金　田　　　浩 幸栄住宅
11081 酒　井　甲　輔 長野県
11082 八　柳　　　徹 札幌市
11083 鈴　木　　　昇 石狩浜益ＲＣ
11084 東　田　恭　明 札幌市
11085 今　井　由　典 クレイジーＲ
11086 柳　瀬　勝　宏 釧路走ろう会
11087 内　海　大　樹 札幌市
11088 森　浦　俊　次 大阪陸協
11089 沢　田　和　昌 東京都
11090 長谷川　　　崇 秘密結社『Ｍ』
11091 星　加　　　修 東京都
11092 阿　部　寿　雄 今井工務店
11093 中　尾　修　一 ＪＥＳＣＯ
11094 高　澤　昌　憲 ＯＲＳＣ・ＲＣ
11095 桑　野　藤　太 東京都
11096 服　部　暁　史 ありＡ．Ｃ
11097 中　川　　　聡 中川商店
11098 吉　田　健　一 きまぐれ
11099 一　戸　勇　人 札幌市
11100 長　井　秀　憲 札幌エクセルＲ
11101 菅　原　洋　明 東京　江東
11102 宍　戸　和　明 札幌市
11103 中　村　基　宏 札幌市
11104 永　見　俊　也 鳥取県
11105 木　村　圭　介 札幌東徳洲会
11106 檜　山　宜　継 東京都
11107 大　熊　洋　一 チーム大熊
11108 坂　本　　　悠 焼肉同好会
11109 三重野　　　雅 しろくま歯科
11110 沖　田　光　弘 富士通
11111 今　岡　博　之 宗友会
11112 辻　　　高　弥 札幌市
11113 田　中　順　一 コンサバド
11114 野　本　竜　哉 茨城県
11115 川　崎　慶　喜 帝人ヘルスケア
11116 大　森　敬　之 愛知県
11117 川　本　孝　広 ＴＥＡＭ２５
11118 阿　部　　　敦 秋田県
11119 谷　口　裕　之 広島県
11120 權　　　友　孝 大阪府
11121 寺　本　栄　一 江別市
11122 青　木　敬　広 東京都
11123 古　川　淳　也 大阪府
11124 山　田　晴　啓 大鎮キムラ建設
11125 武　田　将　道 釧路市
11126 坂　田　俊　英 石狩市
11127 山　下　真　弘 別海町
11128 西　園　孝　二 旭走友会
11129 中　田　　　清 栃木県
11130 渡　邉　不二夫 岩手マスターズ
11131 岸　原　賢　太 大濠るてらん
11132 鋤　柄　昌　則 ＤＣＭ
11133 大　坪　邦　彦 大坪矯正歯科
11134 藤　原　和　茂 アイワード
11135 高　田　直　樹 カブエイテック
11136 朝　倉　浩　司 ＮＷＡＣ
11137 田　中　一　久 札幌市
11138 大　橋　孝　行 秋川高校同窓会
11139 竹　林　　　謙 美好屋
11140 坂　上　裕　樹 東京都
11141 西　脇　精　一 山口県
11142 金　春　利　幸 奈良県
11143 牧　野　　　薫 愛知県
11144 田　戸　陽　一 東京都
11145 末　次　秀　也 東京都
11146 古　川　岳　司 神奈川県
11147 石　原　泰　幸 鹿島建設
11148 石　水　　　創 ＩＳＨＩＹＡ
11149 森　田　幸　男 天の川
11150 山　本　紀　太 足吹陸上部
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11151 澤　　　秀　忠 大阪府
11152 大　塚　健太郎 札幌市
11153 西　塚　英　司 旭川市
11154 池　田　智　夫 千葉県
11155 鳥　井　大　士 ハイブリッジ
11156 明　珍　　　誠 石狩市
11157 左文字　克　哉 チーム鬼軍曹
11158 太　田　兼　輔 兵庫県
11159 栃　木　昭　彦 苫、緑ヶ丘病院
11160 天　野　　　充 埼玉県
11161 松　浦　　　勇 兵庫県
11162 島　　　秀　昭 福岡県
11163 富　樫　博　之 勤医協ランナー
11164 松　本　　　卓 札幌市
11165 高　橋　篤　哉 三共後藤建設
11166 白　鳥　　　豊 伊東温泉ＵＭＪ
11167 小　林　篤　史 Ｍ部
11168 田　口　淳　太 東京都
11169 山　下　真太郎 クラブＲ２
11170 鷲　尾　　　弘 熊本県
11171 片　桐　　　衛 神奈川県
11172 栗　田　悦　司 富山県
11173 真　田　大　人 静岡県
11174 因　　　洋　史 グッジョブ
11175 橋　本　尚　幸 兵庫県
11176 村　井　紘　一 武田軍
11177 丹　波　克　実 Ｍａｇｎｕｍ
11178 成　田　　　聡 ねっとらん札幌
11179 櫻　井　純　哉 神奈川県
11180 久　山　三千男 美夏フナクラブ
11181 永　岡　俊　彦 札幌市
11182 石　黒　直　樹 札幌市
11183 今　川　浩　二 東京都
11184 島　村　泰　介 ＲＴＲＩ
11185 木　島　泰　史 ＡＤＯ
11186 川　内　　　智 函館ｅｎｊｏｙ
11187 黒　川　和　彦 Ｋ．Ｒ．Ｃ
11188 相　澤　秀　行 札幌市
11189 田　近　元　彦 ホクレン油機
11190 炭　谷　明　宏 札幌市
11191 小　玉　　　亮 ＳＯＡＲＡ
11192 小田島　淳　一 ニプロＡＣ
11193 伊　東　　　淳 宮城陸協
11194 平　田　聖　明 静岡県
11195 石　井　輝　彦 茨城県
11196 熊　谷　邦　実 愛知県
11197 佐々木　直　樹 神奈川県
11198 渡　部　万　平 兵庫県
11199 計　良　　　隆 神奈川県
11200 佐々木　　　勧 東京都
11201 松　本　万　成 楽走４１２旭川
11202 伊　東　由　晃 札幌市
11203 野　村　和　好 ホリディ
11204 佐　藤　　　均 ＴＨＣＲＣ
11205 尾　形　紀　彦 東京都
11206 二　塚　慶　介 兵庫県
11207 服　部　重　雄 島根県
11208 加　藤　英　五 大和ハウス
11209 小　林　英　樹 広島県
11210 山　田　正　幸 出光興産ＲＣ
11211 五十嵐　政　史 北海道日油
11212 松　山　達　也 大阪府
11213 岡　本　健太郎 大阪府
11214 大　島　英　明 ＬＡＧマラソン
11215 塩　山　克　幸 兵庫県
11216 福　田　亘　洋 札幌市
11217 草　皆　茂　行 栃木県
11218 奈　良　一　成 和光脳神経外科
11219 藤　沢　洋　一 長野県
11220 田　村　伸　也 当別町
11221 毛　利　安　男 グリーム遠軽町
11222 高　橋　昌　彦 ハリアーズ
11223 高　橋　憲　正 チーム不毛
11224 松　尾　光　真 梅田陸上競技部
11225 今　井　秀　和 ストラップス
11226 山　盛　親　宏 愛知県
11227 田　島　繁　幸 Ｇ－ｃｕｂｅ
11228 越　田　　　信 愛知県
11229 村　上　紀　幸 おべりてぃ
11230 後　藤　　　聡 チーム不毛
11231 藤　本　　　徹 ツインくる東北
11232 岡　村　雅　之 兵庫県
11233 本　橋　正　敏 代々木ＲＣ
11234 市　川　秀　公 東京陸競
11235 石　川　祐　治 神奈川県
11236 杉　本　誠　司 兵庫県
11237 神　田　和　明 サンランクラブ
11238 岸　本　和　也 暴風殺夫
11239 奈　良　正　浩 チーム不毛
11240 銘　苅　昭　光 東京都
11241 山　口　悠　樹 （株）鈴木商会
11242 山　本　恭　祐 （株）鈴木商会
11243 中　司　敬　之 愛知県
11244 中　村　秀　和 東京都
11245 花　輪　匡　輔 茨城県
11246 松　田　和　也 出光興産
11247 岡　部　　　翼 出光愛知
11248 福　田　吉　孝 出光愛知
11249 中　嶋　　　渉 出光愛知
11250 桑　原　　　潤 埼玉県
11251 川　上　大　翔 株式会社カネカ
11252 楠　　　文　晴 株式会社カネカ
11253 永　井　正　人 株式会社カネカ
11254 中　石　智　之 株式会社カネカ
11255 橋　本　忠　明 株式会社カネカ
11256 高　津　直　人 高津会計
11257 松　永　　　啓 第一生命
11258 池　谷　大　樹 平和不動産

11259 佐　藤　　　惇 平和不動産
11260 永　井　佑　直 平和不動産
11261 松　澤　慶　祐 三菱地所設計
11262 岩　崎　芳　久 ベル２４
11263 齋　藤　皓　太 東京都
11264 林　　　良　昭 神奈川県
11265 前　野　孝　則 札幌市
11266 小　山　紀　和 東京都
11267 小　森　涼　太 兵庫県
11268 安　藤　剛　正 東京都
11269 木　村　鉄　平 神奈川県
11270 武　藤　貴　大 北広島市
11271 真　砂　哲　也 東邦リース㈱
11272 井　上　拓　真 びわ湖成蹊大学
11273 吉　村　恭　輔 東京都
11274 菊　森　康　洋 東京都
11275 平　井　正　彦 福島県
11276 土　屋　健太郎 東京都
11277 松　田　　　崇 オホーツク陸協
11278 八　代　慎　也 網走市
11279 宮　越　悠　貴 札幌市
11280 小　野　忠　士 大阪府
11282 井　村　正太郎 札幌市
11283 根　本　卓　也 大分県
11284 松　井　良　恭 大日本印刷
11285 平　田　行　光 日本ハム（株）
11286 萩　原　　　剛 日本ハム（株）
11287 西　野　剛　司 千葉県
11288 藤　沢　竜　志 札幌市
11289 林　　　芳　文 室蘭市
11290 東　　　隆　行 大阪府
11291 溝　畑　茂　治 東京都
11292 海　渡　正　也 東京都
11293 奥　山　琢　磨 東京都
11294 高　橋　　　朗 東京都
11295 佐　藤　正　行 東京都
11296 大　森　　　裕 ロコランナーズ
11297 吉　川　　　浩 東京都
11298 中　谷　宇一郎 札幌市
11299 小　出　恭　裕 あいち健康の森
11300 飯　田　　　守 北見市
11301 鈴　木　秀　明 千歳市
11302 田　中　　　匡 札幌市
11303 五十嵐　健　史 札幌市
11304 大　谷　和　史 東京都
11305 北　村　　　亮 千歳市
11306 田　畑　祐　輔 ＪＦ８ＷＺＪ
11307 佐々木　修　一 音更町
11308 佐　藤　博　基 日本光電ＡＳ
11309 山　内　弘　明 札幌市
11310 矢野根　和　隆 札幌市
11311 町　田　有　史 小樽市
11312 本　多　総　夫 江別市
11313 小田島　裕　二 紋別市
11314 矢　島　俊　吾 幕別町
11315 四　戸　雅　己 ダイワハウス
11316 酒　井　辰　行 テレビ愛知
11317 山　上　健　一 鹿児島県
11318 冨　岡　敬　巨 札幌市
11319 畑　　　　　敦 ＤＮＰ
11320 吉　田　智　樹 出光興産
11321 赤　坂　誠　司 Ｄｏ走会
11322 沼　田　徳　幸 ＤＮＰ
11323 杉　江　多久郎 札幌市
11324 高　橋　宏　明 シスコ
11325 石　河　敦　仁 埼玉県
11326 大　塚　隆　弘 チーム令和米里
11327 後　藤　伸　一 長野県
11328 伊　藤　貴　晃 愛知県
11329 川　村　卓　司 札幌市
11330 牧　口　陽　祐 ダイエット完了
11331 山　田　和　之 札幌市
11332 吉　田　海　人 札幌市
11333 竹　下　　　慎 大阪府
11334 戸　田　慎　也 ＪＦＥ
11335 小　野　仁　司 滝川ＢＥＥＲＳ
11336 岡　　　拳太郎 帯広市
11337 羽　田　里　詩 リュウ＆ハナ
11338 藤　原　　　晶 チームエッジ
11339 帰　家　大　祐 Ｍｏｖｅのぞみ
11340 泰　地　達　彦 別海町
11341 大　谷　　　昌 埼玉県
11342 浅　村　晋　彦 札幌市
11343 中　島　直　木 滋賀県
11344 村　上　貢　一 岩手県
11345 伊　賀　大　祐 神奈川県
11346 服　部　　　真 ランビー
11347 柴　田　祐　司 ＩＪＤＳ
11348 水　野　善　弘 東京都
11349 北　岡　直　樹 札幌市
11350 小　池　貴　之 谷本会計事務所
11351 田　中　彰　一 苫小牧市
11352 南　原　亮　輝 フォース
11353 鈴　木　智　之 群馬県
11354 仲　山　高　史 北大ホッケー
11355 長　尾　雅　幸 ＳＪＣ
11356 三　浦　英　範 岩内町
11357 中　谷　一　博 東京都
11358 山　下　幹　夫 東京都
11359 小笠原　　　裕 ルネ平岸
11360 角　田　　　翼 札幌市
11361 伊瀬谷　　　託 旭川市
11362 熊　井　規　之 ふじ研究所
11363 田　村　敦　司 神奈川県
11364 中　川　隆　司 函館中川青果
11365 安　達　賢　二 ＨＢＡ　ＲＣ
11366 槇　井　洋　介 東京都
11367 一　関　　　勉 北海道ＭＣ

11368 鍋　本　雅　巳 （株）ナニワ
11369 布　施　恵　二 北広島市
11370 米　山　三　好 神奈川県
11371 石　川　　　勉 由仁町
11372 池　内　宏　彰 ＵＲＣ
11373 久　保　典　男 室蘭市
11374 萩　田　昌　和 三重県
11375 坪　田　正　栄 札幌市
11376 松　本　圭　太 札幌市
11377 辻　　　悠　希 札幌市
11378 鎌　田　茂　機 神奈川県
11379 井　上　智　之 千歳市
11380 笹　木　晶　太 札幌市
11381 田　村　義　則 日建プラン
11382 米　倉　　　剛 アサクラホーム
11383 畠　山　裕　康 旭川市
11384 岩　井　和　彦 ＵＤＳ陸上部
11385 芹　澤　　　誠 北広島市
11386 砂　川　博　昭 佐倉市消防団
11387 笹　森　裕　市 宮城県
11388 澤　田　　　遥 札幌市
11389 三　上　将　城 ＳＭＡＳ
11390 羅　　　成　権 福岡県
11391 三　木　　　崇 新篠津高等養護
11392 神　谷　創　平 神奈川県
11393 本　間　康　人 スウィングＲＣ
11394 錦　野　佑　治 奈良県
11395 高　橋　　　太 東京都
11396 小松原　信一郎 東京都
11397 緒　方　浩　典 山人楽師
11398 菊　地　文　人 東京都
11399 市　毛　直　人 ＵＳＡＣ
11400 唐　川　智　幸 札幌市
11401 金　井　　　満 パナソニック環
11402 佐々木　　　泰 千葉県
11403 淡　中　克　己 物林ＲＣ
11404 金　尾　　　滋 アリーズ八軒
11405 奥　田　　　寿 兵庫県
11406 野　元　翔太郎 ヒゲマラソン部
11407 清　尾　慎　司 札幌市
11408 市　村　忠　勝 ＵＲＣ
11409 鎌　田　佳　宣 札幌市
11410 清　水　正　樹 札幌市
11411 岩　本　尚　大 札幌市
11412 川　﨑　優　慶 えりも町
11413 長　内　正　数 ふらの小児歯科
11414 井　下　雅　裕 北海道建物
11415 向　井　正　治 名寄市
11416 佐　藤　　　賢 広島県
11417 市　場　潤　一 東京都
11418 山　内　一　志 保険ＢＡＮＫ
11419 佐々木　　　隆 東京都
11420 上　杉　篤　志 奈良県
11421 大　谷　将　秀 旭川市
11422 萩　原　雅　広 クラブＲ２中日
11423 松　坂　貴　博 宮城県
11424 武　田　圭　一 根室花みず木
11425 水　野　禎　一 札幌市
11426 兵　庫　利　勇 サルーテ
11427 山　口　国　生 セルビー
11428 石　井　　　昇 札幌市
11429 上　原　正　己 月曜友の会ＲＣ
11430 柳　瀬　　　力 千歳市
11431 佐　藤　靖　幸 ＯＲＫ
11432 佐々木　　　晋 岩見沢市
11433 山　辺　幸　英 神奈川県
11434 川　島　俊　之 東京陸協
11435 津　幡　真　吾 アリウープ
11436 神　津　一　俊 管走会
11437 妻　木　良　二 札幌市
11438 加　藤　雅　喜 東京都
11439 酒　井　雅　啓 埼玉県
11440 郭　　　釗　偉 千葉県
11441 赤　尾　陸　馬 神奈川県
11442 木　下　孝　史 チームＮＫ
11443 谷　口　久　人 谷口食品
11444 鈴　木　秀一郎 札幌市
11445 十　河　和　人 基礎地盤Ｃ
11446 田　中　和　光 東京都
11447 境　井　健　志 次の一手
11448 西　澤　竜　矢 泰次郎クラブ
11449 鹿　野　光　夫 札幌市
11450 砂　口　たくし 広島壮年走会
11451 渡　辺　隆　一 神奈川県
11452 本　田　　　輝 登別市
11453 豊　島　和　己 圏南クラブ
11454 水戸部　　　功 札幌市
11455 吉　田　雅　紀 旭川高専
11456 木　山　　　保 幌延地圏環境研
11457 後　藤　秀　樹 東京都
11458 前　田　　　聡 紋別中学校
11459 山　田　圭　介 東京都
11460 地　紙　　　実 鹿島建設
11461 藤　田　浩　文 東京都
11462 今　　　翔　平 札幌市
11463 松　川　大　樹 茨城県
11464 村　田　智　三 ポコアポコ
11465 城　戸　克　斉 いいかげん
11466 阿　部　直　史 コンサユニラン
11467 木　幡　圭　一 札幌市
11468 佐々木　和　広 公立七戸病院
11469 坂　本　和　昭 喜信堂
11470 清　水　由紀夫 宴会隊
11471 船　橋　　　修 神奈川県
11472 毛　利　貴　一 札幌市
11473 野　澤　洋　平 別海町
11474 松　田　敬　男 チームからふる
11475 長　掛　雄　治 東一ふろとも

11476 志　賀　正　浩 札幌市
11477 池　内　一　志 富士電機
11478 佐　野　貴　敬 士別市
11479 荻　野　　　滋 茨城県
11480 鈴　木　雄　士 札幌市
11481 影　山　英　明 千歳市
11482 新　妻　　　懇 川元建設（株）
11483 原　　　拓　希 兵庫県
11484 吉　田　宏　一 埼玉県
11485 松　岡　大　輔 札幌市
11486 中　村　雅　仁 大阪府
11487 横　山　正　和 帯広市
11488 熊　谷　久　治 Ｑさつかり
11489 高　橋　　　淳 神奈川県
11490 舘　岡　一　芳 名寄市立病院
11491 中　島　　　豪 ラクちゃん
11492 小　林　幸　司 札幌市
11493 滿　田　勝　一 東京都
11494 櫻　庭　直　人 札幌市
11495 渡　邉　秀　彦 すべらんなーず
11496 台　　　真　一 東京陸協
11497 瀬　川　明　美 札幌市
11498 藤　戸　聡　史 札幌市
11499 鈴　木　健太郎 釧路市
11500 井　田　規　之 マツオ
11501 水　鳥　政　喜 埼玉県
11502 鵜　飼　凌　也 札幌市
11503 木　村　　　淳 完爽海
11504 筑　井　康　敏 ＷＴＰ
11505 川　村　恭　庸 恵庭市
11506 新　谷　圭　吾 東京都
11507 宮　崎　正　浩 クリエーティブ
11508 矢　部　卓　二 岩見沢市
11509 奥　田　雅　則 北海道リハビリ
11510 杉　山　哲　平 三共電気工業
11511 中　川　智　徳 北樹会病院
11512 江　川　　　聡 札幌市
11513 太　田　岳　晴 ＮＴＴ釧路
11514 中　澤　篤　志 中澤ランナーズ
11515 寺　村　一　裕 釧路市
11516 斉　藤　　　弘 三重県
11517 千　葉　広　章 東京都
11518 仁　木　俊　徳 札幌市
11519 小　熊　大　士 札幌市
11520 石　田　　　亮 札幌市
11521 松　岡　隆　志 東北大学
11522 小　池　　　孝 札幌市
11523 髙　橋　敏　一 石狩市
11524 川　村　正　祐 旭川市
11525 鍵和田　　　淳 六華ＲＣ
11526 近　藤　嘉　秋 札幌市
11527 野　田　功　記 東京都
11528 佐　藤　孝　之 札幌市
11529 池　本　真　一 神奈川県
11530 井　上　正　弘 京酔会札幌
11531 澁　谷　敏　文 小樽市
11532 小　谷　　　圭 ＳＵＣＣ
11533 目　時　康　之 苫小牧市
11534 養　父　昌　平 死ね死ね団
11535 下　山　秀　登 札幌市
11536 堀　　　俊　介 札幌市
11537 遠　藤　　　幸 神奈川県
11538 筒　井　宏　明 大阪府
11539 大　江　　　剛 チームにゃん
11540 江　良　栄　一 ＵＲＣ
11541 小　畠　昌　規 西岡第一病院
11542 植　木　雄　哉 武田薬品
11543 黒　川　聰　則 釧路市
11544 森　　　啓　恭 ＮＣＣ１７０１
11545 中　島　慎　也 札幌市
11546 山　本　芳　博 徳島県
11547 藤　岡　裕　己 札幌市
11548 柴　田　康　平 札幌旭丘高
11549 弓　場　寿　紀 東京都
11550 千　葉　説　朗 東京都
11551 三　木　　　満 港湾協会
11552 浅　井　千　玄 愛知県
11553 岡　崎　卓　哉 ビバニーベル
11554 菅　野　柊　斗 旭川市
11555 林　　　秀　樹 旭川医大病院
11556 山　崎　慶　太 宮城陸協
11557 三　嶋　　　暁 札幌市
11558 藤　山　唯　人 旭川市
11559 保　坂　　　建 埼玉県
11560 緑　川　　　猛 共和コンクリト
11561 松　尾　康　滋 群馬県
11562 遠　藤　達　弥 メビラン
11563 川　上　雅　広 親路ランナーズ
11564 風　間　宣　利 埼玉県
11565 田　中　千　春 札幌市
11566 松　尾　康　平 広島県
11567 小笠原　　　聡 八雲病院ＡＣ
11568 寺　田　雄　亮 こんにちわ～く
11569 西　田　　　圭 ゆうそうこう
11570 国　重　航　平 上士幌町
11571 山　下　普　也 札幌市
11572 青　山　祐　典 札幌市
11573 林　　　秀　樹 ＵＲＣ
11574 加　賀　聖　司 千葉県
11575 立　石　　　裕 ｆｒｕｎ
11576 亀　倉　祐　介 ラクちゃん
11577 浜　本　雅　樹 東京都
11578 中　村　純　輝 苫東石油備蓄
11579 澤　田　将　吾 札幌市
11580 木戸口　修　久 メットライフ
11581 挽　地　俊　哉 グランド歯科
11582 佐　川　直　哉 フクダ電子
11583 森　田　雅　人 タカハシパール
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11584 川　口　研二郎 国士無双
11585 森　田　大　生 タカハシパール
11586 大　澤　哲　弥 愛知県
11587 星　　　昌　弥 ＳＣＶＭＤ
11588 毛　利　栄一郎 札幌市
11589 山　川　雅　章 千葉県
11590 山　口　　　修 沖縄県
11591 佐　藤　正　倫 札幌市
11592 宮　村　哲　哉 ＮＰＫＫラン金
11593 斉　藤　　　仁 さいとう歯科室
11594 佐　野　和　彦 ナイス！ラン
11595 北　野　喬　祐 札幌市
11596 有　働　昭　彦 なし
11597 佐　野　勇　輝 神奈川県
11598 和根崎　　　勉 東京都
11599 横　山　宗　昂 市立根室病院
11600 三　木　浩　一 ●Ｒ＆Ｔ●
11601 和　田　岳　志 標茶町
11602 伊　藤　和　寿 鉄人制作研究会
11603 大　屋　真　治 愛知県
11604 長谷川　祐　太 札幌市
11605 祐　川　正　則 札幌市
11606 簗　部　喜　信 北見走ろう会
11607 鈴　木　元　久 ルネ平岸
11608 菅　野　　　功 大阪府
11609 森　　　直　人 東京都
11610 清　水　浩　之 札幌栄中教ＯＢ
11611 鈴　木　大　地 室蘭市
11612 荒　谷　利　幸 函館市
11613 佐　藤　　　俊 キャリアリンク
11614 熊　谷　宜　樹 ＴＢＤ
11615 荒　木　洋　和 埼玉県
11616 石　山　　　浩 ＮＤＤ
11617 村　瀬　正　樹 ｅｚｏＧｕｆｏ
11618 寺　井　　　滋 札幌市
11619 永　井　　　歩 東京都
11620 川　井　柾　槻 小樽市
11621 佐　野　吉　邦 佐賀県
11622 塩　崎　純　一 特走会
11623 大　塚　拓　也 北大病院
11624 丹　羽　　　忍 滝川ビアーズ
11625 長　野　浩　三 京都府
11626 真　鍋　三　明 砂川市
11627 渡　邊　政　義 札幌市
11628 若　松　重　幸 帯広市役所
11629 鈴　木　翔　太 ＭＯＫＢＥＬＬ
11630 高　橋　啓　太 小樽市
11631 桐　部　清　孝 ｅＡ静岡
11632 樋　口　悦　朗 レクサス藻岩
11633 新　美　洋　平 東京都
11634 渡　部　琢　磨 札幌市
11635 掛　端　健　士 チームたけし
11636 上　原　秀一郎 ランセット
11637 山　本　健　太 医）カインド
11638 中　村　英　生 神奈川県
11639 山　川　　　俊 山川会
11640 堤　　　慎　司 ほりお接骨院
11641 伊　藤　英　男 札幌市
11642 多　月　信　二 ＮＡＳ稲海
11643 木　村　和　哉 北央情報Ｓ
11644 神　山　　　淳 極洋
11645 新　里　　　孝 沖縄県
11646 宮　島　　　徹 札幌市
11647 上　野　秀　司 愛知県
11648 永　井　勝　正 帯広市
11649 三　好　將　之 山陰アシックス
11650 高　野　禎　紀 日本飲酒党札幌
11651 黒　坂　征太郎 札幌市
11652 山　口　　　潔 ｓｔｒｙｋｅｒ
11653 田　中　義　信 島牧ＲＣ札幌
11654 山　下　真　輝 札幌市
11655 川　向　一　史 神奈川県
11656 佐　藤　敏　文 北星通信
11657 山　本　　　忠 ジョグスタ
11658 後　藤　尚　人 岩手大学
11659 江　田　翔　一 スーパーシップ
11660 鈴　木　昭　治 青葉病院
11661 遠　藤　弘　一 東京都
11662 奥　井　　　潤 ｃｏｓｍｉｃ
11663 松　江　高　志 神奈川県
11664 井　作　克　考 奈良県
11665 三　嶋　章　夫 伊藤忠陸上部
11666 吉　野　圭　悟 神奈川県
11667 古　川　昭　浩 リップル
11668 戸　田　直　歩 滋賀県
11669 田　川　芳　紀 北海道陸協
11670 豊　田　英　章 ＴＭＣ
11671 公　田　圭　亮 室蘭市
11672 宮　下　廣　幸 札幌市
11673 渡　辺　俊　之 札幌市
11674 森　本　久　雄 札幌市
11675 長　勢　政　博 鈍がめ
11676 斉　藤　燿　卓 ＳＤエンター
11677 宇　野　　　勉 シーマロックス
11678 池　上　勝　幸 石川県
11679 岩　崎　敦　志 ＯＫ２
11680 奥　田　正　克 札幌市
11681 奥　津　光　美 神奈川県
11682 齊　藤　祥　徳 旭川市
11683 木　俣　大　樹 東京都
11684 木　俣　　　徹 静岡県
11685 橋　本　将　治 北海道光生舎
11686 笹　本　裕　人 東京都
11687 三　浦　　　清 北広島市
11688 田　中　一　則 東京都
11689 東　口　元　則 兵庫県
11690 平　間　康　宣 旭川市
11691 福　澤　　　龍 札幌市

11692 山　口　達　也 岩手県
11693 福　沢　　　潔 湘南ＲＣ
11694 佐々木　満　城 東京都
11695 佐々木　駿　宇 東京都
11696 藤　野　貴　文 札幌市
11697 佐々木　修　司 江別市
11698 長　倉　清　剛 爆走マイペース
11699 大　市　恭　史 ＳＲＨ２０１５
11700 今　村　裕　昭 札幌市
11701 川　嶋　秀　人 日高町
11702 澁　谷　幸　三 ＫＲＬ
11703 木　嶋　順　八 愛知県
11704 植　田　修　平 愛知県
11705 野　水　陽　介 札幌市
11706 黒　住　章　弘 恵佑会ＲＣ
11707 岩　野　光　伸 大阪陸協
11708 久　松　慎一郎 奈良県
11709 高　口　弘　司 札幌市
11710 熊　谷　知　範 東京都
11711 岡　本　克　也 小樽市役所
11712 鈴　木　雄一郎 茨城県
11713 工　藤　真　一 東京都
11714 鈴　木　啓　太 札幌市
11715 柳　瀬　康　博 中日本カプセル
11716 太　田　雅　道 千葉県
11717 大　坪　将　之 ぴあケアさくら
11718 上　家　浩　幸 ラマＡＣ
11719 八　田　　　浩 大阪府
11720 渋　谷　　　浩 愛知県
11721 南　間　拓　人 札幌市
11722 薦　田　涼　祐 旭川市
11723 魚　谷　貴　弘 釧路市
11724 木　山　仁　志 埼玉県
11725 矢　野　発　也 東京都
11726 城　村　朋　希 札幌市
11727 小　神　順　也 みどりがおかＲ
11728 川　村　健太郎 札幌市
11729 大　野　弘之輔 神奈川県
11730 水　野　浩　道 札幌市
11731 久　保　おさむ 東山小
11732 松　林　圭　一 旭川市
11733 木次谷　　　学 千葉県
11734 森　　　勝　利 新ひだか町役場
11735 川　口　弘　史 神奈川県
11736 佐　藤　潤　一 ＤＢＳ
11737 山　場　康　道 札幌市西区
11738 足　立　　　敬 江別市
11739 高　井　秀　利 網走市
11740 久須美　貴　哉 恵佑会ＲＣ
11741 埜　辺　　　勝 奈良陸協
11742 高　坪　正　明 山口県
11743 岩　筋　　　明 札幌市
11744 萩　中　正　樹 かっぱちゃん
11745 志　田　喜　和 ＣＭＳＣ
11746 松　田　英　司 札幌市
11747 福　永　誠　一 千葉県
11748 高　畠　　　通 札幌市
11749 本　庄　浩　明 渡辺パイプ
11750 村　上　良太郎 札幌市
11751 畠　山　直　人 札幌市
11752 林　　　翔　平 ４番隊
11753 福　山　知　行 山口県
11754 小　西　秀　治 旭川市
11755 郡　山　祐　司 帯広市
11756 小笠原　卓　誠 Ａｉｇｓ－ＲＣ
11757 小　坂　　　廉 札幌市
11758 岡　本　幸　一 札幌市
11759 庄　司　開　作 えこりん村
11760 大　谷　俊　之 あじぱんだ
11761 高　橋　啓　太 東京都
11762 古　賀　瑞　之 チーム８７
11763 岡　田　健　吾 神奈川県
11764 山　崎　泰　淑 新フリーラン
11765 小　堺　浩　司 大醤
11766 姥　谷　芳　昭 ユニヴァ
11767 佐　藤　武　士 ＲＵＮＴＫＯ
11768 中　川　貴　生 札幌市
11769 田　中　史　昭 ラヂエター田中
11770 満　田　正　行 神奈川県
11771 後　藤　利　仁 札幌市
11772 伊　藤　直　樹 ＮＴＴ札幌病院
11773 冨　澤　悠　介 札幌市
11774 高　木　和　博 メモリアル光陽
11775 植　木　真　広 長崎県
11776 桑　原　広　規 札幌市
11777 玉　田　隆　士 兵庫県
11778 柴　田　　　優 東京都
11779 菅　原　克　英 網走市
11780 山　本　典　弘 札幌市
11781 横　田　健　人 東京都
11782 高　島　　　悠 アトリエ酔生庵
11783 岡　田　友　通 ＹＪＨＰ
11784 須　藤　雅　人 函館市
11785 西　村　優　一 札幌市
11786 吉　岡　浩　希 奈良県
11787 鈴　木　勇　太 北見市
11788 千　葉　廣　義 遅走戦線
11789 高　橋　裕　太 札幌市
11790 宮　田　　　忠 札幌市
11791 足　立　　　歩 江別市
11792 角　田　篤　郎 東京都
11793 浜　崎　敏　雄 遠軽味の一福
11794 浜　崎　　　淳 遠軽酔走会
11795 加　藤　知　明 愛知県
11796 松　﨑　敬　彦 岡山県
11797 吉　田　尚　史 ＰＯＬＡＲＩＳ
11798 森　田　　　徹 奈良県
11799 岡　野　秀　章 兵庫県

11800 渡　邉　　　実 斜里町
11801 大　川　裕　司 東高山ＲＣ
11802 秋　葉　秀　之 君津コークス
11803 横　山　和　之 岩内協会病院
11804 大　宮　克　弘 福岡県
11805 山　本　浩　司 小樽市
11806 若　山　慶太郎 札幌市
11807 須　藤　　　巌 札幌市
11808 伊　藤　　　務 札幌市
11809 榊　原　　　亨 ＳＢＳ快晴碧晶
11810 長谷川　隆　志 ＳＲＪ
11811 木　幡　一　豊 道マラソン
11812 齋　藤　　　潤 北見市
11813 青　山　健　二 広島県
11814 白　石　直　継 愛媛県
11815 櫻　井　雅　彦 北斗市
11816 戸　張　正　雄 Ｒ２東日本
11817 宮　地　和　也 愛知県
11818 酒　井　宏　樹 埼玉県
11819 元　井　　　亨 埼玉県
11820 駒　井　陽　介 札幌市
11821 八　巻　考　昭 札幌市
11822 下　堀　　　亨 赤レンガ走友会
11823 川　北　雅　夫 東京都
11824 伊　藤　文　隆 広島県
11825 武　田　　　敦 音更町
11826 山　本　悠　司 広島県
11827 鈴　村　雅　一 池伝株式会社
11828 村　上　雄　太 札幌市
11829 山　崎　一　弘 札幌市
11830 猪　俣　　　慶 熊本県
11831 井　畑　圭　吾 ＴＣＣＡＳＯ部
11832 山　本　真　司 石狩市
11833 浅　倉　与志雄 東京都
11834 横　田　晶　弘 愛知県
11835 東　出　貴　志 札幌市
11836 竹　内　　　啓 北大腫瘍内科
11837 國　分　　　淳 札幌市
11838 佐　藤　一　友 ７０３４
11839 天　野　晃　一 醗酵クラブ
11840 的　場　是　篤 兵庫県
11841 佐久間　　　徹 東京都
11842 東　谷　秀　幸 森漁業協同組合
11843 横　関　秀　俊 東京都
11844 花　岡　　　浩 サムズアップ
11845 上　野　　　剛 走れ弥生！！
11846 家　崎　尚　志 鹿島建設
11847 高　橋　　　学 藤丸
11848 岡　崎　純　悟 宮城県
11849 宮　澤　裕　一 新潟県
11850 吉　村　丈　晴 千葉県
11851 松　田　光　平 札幌市
11852 原　田　　　要 赤レンガ走友会
11853 吉　田　一　郎 旭川石油
11854 山　本　泰　史 帯広開発建設部
11855 大　沼　直　樹 紋別市
11856 栗　原　利　勝 音更町
11857 古　藤　清　秀 大阪府
11858 古　賀　啓　二 静岡県
11859 梶　田　　　朗 千葉県
11860 佐々木　　　暢 千歳市
11861 宍　戸　邦　昭 札幌市
11862 横　路　民　雄 札幌市
11863 関　　　尚　志 中標津十二楽走
11864 梅　本　誠一郎 クラブＲ２
11865 中　村　正　人 函館市
11866 佐　藤　　　司 函館市
11867 竹　迫　智　也 ほくよう保険
11868 神　田　倫　臣 札幌市
11869 高　橋　泰　公 広島県
11870 光　森　　　剛 ＴＫＮＦ
11871 水　谷　高　嘉 愛知県
11872 山　本　直　人 釧路ランナーズ
11873 川　村　知　志 札幌市
11874 齋　藤　　　歴 札幌市
11875 光　山　勇　路 愛知県
11876 富　田　康　幸 岐阜県
11877 原　田　憲　明 札幌市
11878 照　井　朋　樹 ＴＲＣ
11879 斎　藤　達　也 埼玉県
11880 柴　田　一　彦 旭川市
11881 高　田　悠　矢 神奈川県
11882 夜　久　英　明 新須磨病院
11883 和　泉　正　善 なし
11884 山　口　　　繁 札幌市
11885 菊　池　宣　匡 苫小牧市
11886 菅　原　祐　雄 札幌市
11887 土　部　純　平 円山整形
11888 中　山　忠　義 ゆうちょ銀行
11889 間　瀬　正　行 チームお湯っこ
11890 川　本　　　侑 円山整形外科
11891 元　地　隆　文 東京都
11892 藤　井　洋　之 旭川市
11893 中　村　晃　久 北見赤十字病院
11894 小　林　周　悟 札幌市
11895 小　林　賢　治 東京都
11896 山　口　研　悟 愛知県
11897 平　井　宏　和 大阪府
11898 平　松　　　亮 三重県
11899 工　藤　佳　祐 兵庫県
11900 安　藤　章　二 福岡県
11901 新　井　　　暁 札幌市
11902 松　倉　正　幸 苫小牧市
11903 山　尾　　　司 宮城県
11904 滝　沢　隆之介 札幌市
11905 下　岡　篤　史 札幌市
11906 木　村　　　宏 神奈川県
11907 似　里　浩　志 旭川市

11908 伊　藤　孝　司 東京都
11909 阪　田　友　成 京信ＲＣ
11910 工　藤　貴　弘 紋別市
11911 月　館　海　斗 札幌市
11912 内　村　俊　二 喜茂別町
11913 佐々木　和　則 新得町
11914 松　田　雅　彦 福岡県
11915 溝　田　光　一 ｅワークス
11916 吉　尾　　　渉 士別市役所
11917 中　尾　侑　太 札幌市
11918 本　原　信　哉 神奈川県
11919 谷　口　靖　幸 大阪府
11920 高　橋　友　希 東京都
11921 佐々木　英　之 札幌市
11922 伊　勢　敬　介 ｓｓｒｃ
11923 志波原　　　治 長崎県
11924 阿　部　善　幸 山形県
11925 岡　村　孝　信 ノースエナジー
11926 秋　田　嘉　寿 いごこちクラブ
11927 斉　藤　　　洋 日本郵便東北
11928 相　馬　和　己 カサブラン会
11929 林　　　秀　一 札幌市
11930 降　旗　　　章 雷鳥の里
11931 坂　井　宏　充 恵庭市
11932 村　田　龍　二 村田家
11933 野　尻　正　俊 神奈川県
11934 石　川　北　斗 豊富町
11935 脇　坂　和　貴 旭川脇坂医院
11936 福　田　州　洋 ｈｉｐｐｏ
11937 島　崎　龍太郎 札幌市
11938 土　谷　　　亮 札幌市
11939 中　山　　　宙 千葉県
11940 角　田　紀　哉 ＴｅａｍＣａｎ
11941 齊　藤　　　祐 千葉県
11942 高　橋　　　大 静岡県
11943 平　田　和　弘 神奈川県
11944 米　澤　大　輔 千葉県
11945 加　藤　晴　久 旭川市立北光小
11946 左　合　洋　平 日本新薬
11947 寺　内　　　創 札幌市
11948 三　井　　　健 ＬＩＸＩＬ
11949 本　田　竜　粛 千歳酔いどれ
11950 青　木　　　功 東京都
11951 逢　坂　信　吾 羽幌町
11952 高　嶋　　　亮 士別市
11953 松　田　泰　明 札幌
11954 宮　内　啓　徳 兵庫県
11955 佐　藤　直　樹 たかはしＲＣ
11956 山　下　　　剛 千葉県
11957 吉　田　匡　宏 ちーむよしだ
11958 太　田　　　博 神奈川県
11959 永　井　悟　志 福野狂走組
11960 田　中　伸　幸 東京都
11961 黒　田　　　理 根室市
11962 中　島　祐　二 福岡県
11963 小　林　大　樹 北海道大学
11964 桑　野　　　朗 上川町
11965 千　野　　　聡 札幌市
11966 高　橋　秀　典 滋賀県
11967 小　林　　　洋 ＥｚｏＧｕｆｏ
11968 原　口　典　人 おおすけ
11969 穴　田　秀　樹 ＨＤＫ
11970 北　島　誠　治 福岡県
11971 室　谷　昌太郎 幕別町
11972 梶　田　紘　史 東京都
11973 内　藤　康　博 広島県
11974 佐　藤　俊　也 大阪府
11975 柴　田　敏　治 あら走会
11976 亀　森　和　博 札幌市
11977 鈴　木　雄　大 音更高校
11978 脇　本　　　優 構研エンジニア
11979 増　田　直　人 メディセオ
11980 古　川　清　志 札幌北区新琴似
11981 村　井　亮　介 道新ＳＣ
11982 秋　山　潤　吉 ＯＮＩＲＵＮＳ
11983 高　窪　義　弥 埼玉県
11984 布　施　善　崇 札幌市
11985 小　林　弘　毅 ひろき歯科
11986 薮　下　正　治 リスタート
11987 松　本　弘　幸 旭川松本歯科
11988 宮　田　　　圭 札幌市
11989 大　林　広一郎 兵庫県
11990 小　島　岳　二 広島県
11991 木　谷　雅　樹 埼玉県
11992 梅　崎　重　治 兵庫県
11993 小笠原　進　太 ＬＲＳ北海道
11994 高　橋　敏　明 宮城県
11995 藤　田　　　満 室蘭バームス
11996 田　中　　　誠 長崎県
11997 奥　　　隼　平 けん豆
11998 川　辺　悦　生 札幌市
11999 小　野　裕　一 ＲｉｍｓＡＣ
12000 青　谷　正　資 チーム店長会。
12001 重　岡　義　範 静岡県
12002 富　田　浩　史 チームのぼり坂
12003 向　井　博　一 ニチレイフーズ
12004 作　井　　　宏 札幌市
12005 宇　田　章　彦 札幌市
12006 船　本　省　吾 旭川市
12007 白　井　宏　忠 東京都
12008 斉　藤　峰　義 札幌市
12009 熊　谷　映　人 青森県
12010 小　花　　　馨 静岡県
12011 須　藤　　　修 リスクワン
12012 中　谷　栄　治 大阪府
12013 鳴　海　昌　義 札幌市
12014 棚　橋　誠　一 おたるちっこう
12015 笹　村　健　太 札幌市
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12016 増　山　哲　也 東京都
12017 藤　田　晃　央 愛知県
12018 鈴　木　　　洋 兵庫県
12019 遠　藤　政　男 ＢＯＳＴＯＮ
12020 鈴　木　通　夫 神奈川県
12021 渡　邊　真　郷 東京都
12022 三　栗　　　毅 札幌市
12023 白　鳥　拓　真 ロミオクラスタ
12024 市　川　裕　道 千葉陸上競技
12025 森　田　　　陽 高知県
12026 木　村　　　輝 ウィンドワード
12027 山　崎　　　雄 北翔会
12028 川　崎　洋　和 札幌市
12029 田　中　康　之 千葉県
12030 太　田　匡　彦 宮城陸協
12031 菊　地　正　行 茨城県
12032 五十嵐　則　行 リスタート
12033 宮　下　秀　秋 ｓｔｒｙｋｅｒ
12034 内　田　修　弘 東京都
12035 白　石　将　毅 旭山病院
12036 村　上　和　之 香川県
12037 安　野　竜　太 埼玉県
12038 樋　口　隆　史 小樽市
12039 木　村　秀　一 ダイヤＭＭＢＣ
12040 尾　崎　智　康 札幌よるかぜ
12041 池　田　直　也 東京都
12042 水　野　　　淳 旭川市
12043 星　野　正　人 札幌市
12044 関　　　　　忍 ぷっ
12045 中　岡　昭　仁 北星信金
12046 箕　浦　大　地 網走市
12047 佐　藤　貴　志 チームからふる
12048 日ヶ久保　佑輝 登別市
12049 小　名　　　宏 ガードランナー
12050 越　後　雷　蔵 札医放射線部
12051 三　宅　正　剛 愛媛県
12052 堀　口　貢　由 千葉県
12053 可香谷　　　淳 千歳ＰＳＯＢ
12054 矢　花　宏　太 電通
12055 佐々木　秀　徳 東京都
12056 田　中　政　弘 大空町
12057 大　塚　哲　也 旭川市
12058 瀬　戸　卓　也 静岡県
12059 青　柳　哲　也 古賀マラソンク
12060 小野寺　裕　介 メープルＪＰ
12061 飯　岡　宏　三 町田イダテ
12062 野　口　和　浩 奈良県
12063 花　田　弘　之 札幌市
12064 木　村　健　史 札幌市
12065 田　中　太　郎 大阪府
12066 井　平　忠　行 余市走ろう会
12067 長　屋　　　守 グッジョブ
12068 鎌　田　太　郎 埼玉県
12069 根　本　光　洋 ＲＵＮＣＥＴ
12070 井　手　雅　樹 ＴＨＤ
12071 原　田　秀　弘 栗山町
12072 太　田　恭　平 札幌市
12073 森　津　忠　晴 江戸が坂ＲＣ
12074 飯　田　茂　治 千葉県
12075 田　口　博　敏 チームコメット
12076 勝　又　　　顕 釧路市
12077 櫻　井　達　也 ウッドプラス
12078 安　藤　萌　生 新篠津ＡＣ
12079 竹　澤　茂　樹 恵光水産
12080 大　野　寛　次 檜山教職員ＲＣ
12081 瀬　戸　清　康 宮城県
12082 堀　川　　　健 クロレラ工業
12083 清　水　亮　博 北海道大学
12084 塚　見　悠　平 だいふく
12085 橋　本　　　学 茨城県
12086 小笠原　　　聡 羽幌町
12087 喜　納　英　之 京都府
12088 林　　　敏　雄 函館人権擁護委
12089 大　戸　基　史 置戸町
12090 元　木　大　介 福岡県
12091 長谷部　優　樹 佐賀県
12092 信　太　一　人 旭川建設管理部
12093 高　橋　克　典 ノースウエーブ
12094 大　野　健太郎 札幌市
12095 宮　坂　淑　哉 メガネトップ
12096 五十嵐　　　巌 北見南中学校
12097 嶺　山　　　登 チーム木場公園
12098 田　中　将　斗 苫小牧市
12099 大　家　正　嗣 神奈川県
12100 島　崎　　　誠 札幌市
12101 髙　橋　伊　織 遠軽町
12102 大　畑　雅　昭 兵庫県
12103 山　田　　　寿 北海道銀行
12104 石　原　文　晃 旭川市
12105 阿　部　　　顕 札幌市
12106 髙　木　亨　史 札幌市
12107 前　北　敏　彦 旭川市
12108 松　山　　　貢 板柳クラブ
12109 山　田　一　史 秋田県
12110 小　林　和　哉 札幌市
12111 坂　下　政　義 幕別町
12112 滝　野　高　司 マリンクラブ
12113 福　浦　謙　二 北見市
12114 嶋　田　英　明 北見南中学校
12115 菅　生　　　優 札幌市
12116 小助川　卓　也 札幌市
12117 一　戸　　　智 札幌市
12118 岡　　　直　美 札幌市
12119 廣　井　信　智 神奈川県
12120 有　田　　　等 札幌市
12121 松　本　式　晃 大阪府
12122 上　田　秀　則 ＵＥＤ
12123 佐　藤　拓　人 札幌市

12124 石　塚　　　誠 東京都
12125 塩　川　靖　教 福岡県
12126 渡　辺　正　則 北見はしろう会
12127 原　田　　　卓 札幌市
12128 田　邊　真　也 神奈川県
12129 堀　岡　研　二 ＥＲＳ
12130 山　口　達　也 東京都
12131 山　際　浩　史 新潟県
12132 中　村　宗　太 室蘭市
12133 八木沼　光　宏 東京都
12134 若　林　つとむ 札幌市
12135 白　土　高　志 野村證券
12136 佐　藤　方　尋 恵庭市
12137 中　西　英　樹 美深厚生病院
12138 鈴　木　一　眞 東京都
12139 松　村　秀　文 大阪府
12140 山　本　純　己 ＡＮＩＭＡＬＳ
12141 大　井　和　正 札幌市
12142 熱　田　陽　向 札幌市
12143 真　嶋　貴　臣 ラフネス走遊会
12144 永　野　　　正 佐呂間町役場
12145 堀　井　哲　也 江別市
12146 名　倉　邦　宏 愛知県
12147 玉　水　一　成 チームぬるま湯
12148 山　本　大　輔 兵庫県
12149 布　目　仁　志 北大そり部ＯＢ
12150 岡　村　英　貴 激ＲＵＮ四季
12151 山　本　靖　彦 札幌市
12152 佐々木　　　健 りえ蔵旅行社
12153 根　本　成　樹 ＤＣＧ
12154 松　本　守　人 阿成弥栄会
12155 合　田　秀　樹 福岡運輸
12156 中　上　耕　平 札幌市
12157 南　口　恒　之 ＲＩＺＥ　ＲＣ
12158 平　尾　　　元 広島県
12159 田　中　宏　孝 大阪府
12160 小　坂　僚　介 むかわ町
12161 内　山　　　智 愛知県
12162 橘　　　敏　美 Ａｉｏｌｏｓ
12163 吉　岡　雅　晴 広島県
12164 中　村　誠　宏 札幌市
12165 大　野　　　暁 茨城県
12166 丸　橋　雅　律 札幌市
12167 藤　澤　洋　輔 札幌市
12168 袴　田　泰　通 神奈川県
12169 細　川　　　守 苫小牧市
12170 金　井　三千夫 札幌市
12171 比知屋　太　朗 神奈川県
12172 高　畑　美優治 わかふじ寮
12173 渡　辺　　　彰 東京都
12174 狩　野　吉　康 Ｂｅａｇｌｅ
12175 小野寺　正　晃 歌志内走ろう会
12176 小　林　　　豊 （株）ウエスト
12177 鮫　島　　　薫 神奈川県
12178 小　林　伸　行 札幌市
12179 古　川　清　誉 スマイルジョグ
12180 新　宅　孝　昭 札幌市
12181 粟　津　誠　一 滋賀県
12182 岡　田　一　典 愛知県
12183 田　口　竜　司 埼玉県
12184 森　田　　　博 埼玉県
12185 中　村　秀　記 釧路市
12186 永　田　　　賢 Ａ．ＤＡ
12187 ガルシア　ジョー 札幌市
12188 荒　牧　信　博 兵庫県
12189 大　槻　知　寛 札幌走ろう会
12190 満　保　裕　太 黒松内町
12191 北　川　　　功 ももんが山岳会
12192 佐　藤　陽　亮 低温研
12193 津　崎　朝　輝 神奈川県
12194 早　田　周　一 東京都
12195 海　富　崇　嘉 網走市
12196 後　田　　　陸 札幌市
12197 細　山　　　崇 旭川市
12198 加　藤　朋　広 音更町
12199 羽　柴　哲　夫 兵庫県
12200 河　合　誠　一 ＣＲ２中日本
12201 根　岸　　　遥 苫小牧市
12202 牧　野　裕太郎 札幌市
12203 佐　瀬　寛　明 栗山町
12204 久　原　幸　一 札幌市
12205 茂　木　拓　也 走ろう福士の会
12206 西　野　功　泰 札幌市教委
12207 蒲　生　　　洋 帯広市
12208 土　屋　和　宏 はっぴーず
12209 横　内　勇　人 横浜ビール
12210 浅　沼　翔　太 札幌市
12211 山　崎　隆　一 遠軽町
12212 市　川　正　人 丹羽広域
12213 曽　山　勝　義 ハヤブサ
12214 中　村　篤　志 三重県
12215 山　本　寛　大 旭川医大外科
12216 上　出　嘉　晃 ダイイチ
12217 山　本　稔　晴 札幌市
12218 川　崎　厚　志 美深町
12219 山　内　一　成 プルデンシャル
12220 石　河　凌　平 東京都
12221 田　中　泰　之 株式会社アクリ
12222 川　城　隆　一 札幌市
12223 遠　藤　　　剛 ＴＫＭ１７
12224 増　田　　　貢 静岡県
12225 黒　滝　洋　介 青森県
12226 吉　田　民　洪 大阪府
12227 高　師　一　洋 東京都
12228 片　山　浩　二 東京都
12229 正　木　　　弦 札幌市
12230 石　川　邦　夫 ほくでんＯＢ
12231 荻　窪　文　和 ＪＲＭ

12232 森　山　忠　久 千歳市
12233 大　谷　裕　幸 愛知県
12234 成　田　　　光 函館市
12235 眞　田　康　治 農研機構北農研
12236 江　川　禎　浩 芍薬甘草湯
12237 若　代　真　二 日発運輸
12238 佐々木　奨　之 ｔｅａｍ佐々木
12239 吉　本　賢　治 小神クラブ
12240 水　上　湧　太 札幌市
12241 林　　　　　巧 ゆほな会ＲＣ
12242 石　川　悟　朗 札幌市
12243 長　屋　　　修 札幌市
12244 米　山　周　作 神奈川県
12245 森　谷　佳　晃 網走市
12246 本　多　慎一郎 愛知県
12247 徳　永　卓　哉 チーム岡やん
12248 小　泉　圭　亮 札幌市
12249 青　島　由　弘 静岡県
12250 齋　藤　政　彦 愛知県
12251 白　旗　公　倫 神奈川県
12252 成　清　利　治 クララン
12253 蔡　　　洙　湧 千葉県
12254 羽　澄　貴　浩 愛全病院
12255 山　下　則　和 札幌市
12256 生　方　宏　之 東京都
12257 田　中　健　一 旭川市
12258 大川戸　貴　浩 札幌市
12259 有　川　耕　平 神奈川県
12260 内　田　　　淳 ラグバイ
12261 嘉　藤　義　明 東京都
12262 酒　井　　　努 福岡県
12263 田　鍋　信　夫 登別市
12264 岡　﨑　義　弘 岡﨑内装
12265 滝　塚　　　誠 愛知県
12266 浪　波　靖　幸 札幌市
12267 村　井　　　孝 赤レンガ走友会
12268 村　上　悠　太 札幌市
12269 松　井　勝　紀 北見市
12270 熊　谷　詠　史 環状通東整形
12271 山　家　　　謙 神奈川県
12272 栗　原　甲　吉 なし
12273 田　頭　宜　典 ひらちゅう
12274 安河内　義　剛 東京都
12275 土　井　英　史 東芝ライテック
12276 長　岡　賢　治 函館市
12277 羽　田　和　矢 富士吉田市陸協
12278 菊　地　　　港 神奈川県
12279 原　田　知　弘 あたしん家
12280 目　黒　健　志 札幌市
12281 河　口　貴　佳 東京都
12282 金　高　勝　巳 札幌市
12283 小　林　　　晃 千葉陸協
12284 梅　田　一　志 兵庫県
12285 長　尾　知　哉 知．ＡＣ
12286 井　上　　　茂 ＢＳＴＣ
12287 藤　野　志　朗 チームポラリス
12288 太　知　謙　諭 Ｒ２北海道
12289 加　藤　博　美 横浜旭走友会
12290 増　田　大　介 勇舞ＲＣ
12291 福　田　祐　明 新潟県
12292 宇　野　　　学 札幌市
12293 関　　　正　孝 クラブＲ２九州
12294 明　戸　孝　夫 羊蹄会
12295 宮　島　貴　之 ＲＵＮにゃーず
12296 堀之内　文　哉 ハムケンＲＣ
12297 鈴　木　継　彦 秋田県
12298 瀬　尾　政　二 徳島県
12299 北　島　幹　士 ライテクＲＣ
12300 小後摩　佑　介 神奈川県
12301 津　川　智　紀 札幌市
12302 西　川　真　大 札幌市
12303 酒　井　勝　宏 ＭＤランナーズ
12304 鈴　木　　　明 東京都
12305 田　中　晃　二 札幌市
12306 三　輪　英　俊 ＡＡＣＡＺ
12307 岸　本　一　彦 ちんころ
12308 高　桑　裕　太 おまめさん
12309 加　納　正　勝 シティ四日市
12310 波　止　皓　一 神奈川県
12311 小　泉　　　誠 青森県
12312 奥　田　拓　己 香川県
12313 大　戸　亮　平 福島県
12314 佐　藤　敬　章 札幌市
12315 中　江　慎　平 札幌市
12316 渡　邊　宏　明 札幌市
12317 三　浦　宏　哉 札幌市
12318 佐　藤　彰　秀 愛知県
12319 林　　　克　己 北九州市役所
12320 伊　藤　　　繁 埼玉県
12321 佐　藤　祐　弘 妙高ランクラブ
12322 室　井　　　崇 札幌市
12323 鈴　木　　　晶 上富良野町
12324 土　肥　高　雄 札幌市
12325 大　橋　隆　一 ＺＩＰ－ＲＣ
12326 山　田　勝　海 神奈川県
12327 井　上　和　昭 千葉県
12328 須　田　善　行 エスマラソン部
12329 相　馬　　　徹 神奈川県
12330 成　田　芳　行 旭川市
12331 高　山　和　也 札幌道都病院
12332 中　村　秀　人 道マラソンク
12333 阪　井　雅　人 愛知県
12334 鈴　木　崇　弘 栃木県
12335 長谷川　　　烈 札幌矯正管区
12336 佐　藤　英　人 清水町
12337 斉　藤　　　勲 ＳＨＳ．ＲＣ
12338 高　橋　功　喜 札幌市
12339 原　山　拓　也 京都府

12340 佐　藤　孝　好 七飯町
12341 松　永　　　朗 東京都
12342 細　野　宏　樹 焼肉同好会
12343 磯　野　将　吾 札幌市
12344 榎　本　将　治 神奈川県
12345 山　本　郁　男 埼玉県
12346 山　本　宣　男 山口県
12347 千　田　芳　治 札幌市
12348 小　野　健　一 滋賀県
12349 高　木　友　史 札幌市
12350 畑　中　喜　博 大阪府
12351 駒　木　正　与 Ｉ・Ｗ・ＯＫ
12352 角　谷　顕　人 愛知県
12353 北　村　勇　斗 旭川市
12354 松　本　　　正 北見市
12355 近　森　正　浩 山口県
12356 福　田　　　悟 愛知県
12357 北之口　祐　介 千葉県
12358 吉　田　壮一郎 函館市
12359 小　川　弘　樹 Ｄａｎｇｏｌｏ
12360 越　田　雅　人 ＢＢＩＨＣ５０
12361 麻生川　哲　也 エスマラソン部
12362 篠　木　　　啓 兵庫県
12363 山　内　祐　輔 いさむＲＣ
12364 杉　浦　丈　太 愛知県
12365 小　原　祐　樹 個人
12366 村　上　玄　樹 札幌市
12367 奥　田　泰　大 東京都
12368 安　藤　晴　樹 釧路トラクラブ
12369 奥　村　雅　樹 札幌市
12370 田　中　知　明 神奈川県
12371 中　村　和　昭 千葉県
12372 門　馬　浩　行 兵庫県
12373 大　石　　　徹 タロー＆ミカン
12374 茗　作　政　幸 北見市
12375 川　村　拓　司 大阪府
12376 阿　部　　　淳 江別市
12377 樺　田　貴　行 神奈川県
12378 山　内　知　也 札幌市消防局
12379 石　橋　正　弘 札幌市
12380 イシモリ　シュウイチ スリーアイ
12381 斉　藤　　　巧 苫小牧市
12382 櫛　引　敏　寛 中央労災病院
12383 森　田　直　樹 ＨＪＫ
12384 三　浦　登志雄 東京都
12385 隼　　　克　月 小貝川ＲＣ
12386 根　田　幸　雄 富山県
12387 安　原　貴　彦 東京都
12388 矢　富　博　之 札幌市
12389 山　田　健太郎 愛知県
12390 松　下　公　夫 熊本県
12391 菊　地　高　志 旭川市
12392 林　　　久　哲 札幌市
12393 菅　野　祐　一 絆ＷＡＧＡＹＡ
12394 江　口　　　慎 東京都
12395 平　泉　　　健 札幌市
12396 西　川　悠　介 苫小牧市
12397 木　村　　　修 千歳よいどれ
12398 田　中　三　英 ＥＡＣ
12399 伊　藤　勤　也 名古屋北法律
12400 中　島　研　二 愛知県
12401 菊　地　智　彦 福島県
12402 荻　野　了　一 札幌市
12403 多　田　洋　一 香取市役所
12404 後　藤　明　親 極力完走
12405 鈴　木　健　司 愛知県
12406 赤　崎　弘　基 滋賀県
12407 斉　木　幸太郎 当別町
12408 斉　木　隆　義 当別町
12409 赤　池　　　理 大一大万大吉
12410 長　里　嘉　仁 秋田県
12411 青　木　　　悟 釧路市
12412 星　　　正　人 東京都
12413 川　神　正　裕 兵庫県
12414 黒　瀧　勝　也 札幌市
12415 藤　本　幸　志 花花
12416 岡　部　智　紀 ＯＫＢ
12417 明　珍　基　樹 東京都
12418 島　田　一　弘 ＬＲＳ北海道
12419 下　川　　　猛 神奈川県
12420 加　藤　友　設 由仁町
12421 矢　持　達　也 江別市
12422 藤　社　悦　史 埼玉県
12423 佐　野　太　一 札幌市
12424 園　部　　　亨 三重県
12425 江　川　一　雄 札幌市
12426 谷　友　冨　也 はなクラブ
12427 樋　口　浩　幸 札幌市
12428 中　務　悟　史 京都府
12429 永　原　誠　士 東京都
12430 竹　田　栄　作 兵庫県
12431 生田目　和　幸 コロンとチョロ
12432 斉　藤　英　雄 神奈川県
12433 鈴　木　智　哉 神奈川県
12434 松　木　　　悟 旭川市
12435 鹿　野　　　哲 東京都
12436 伊　藤　実　啓 東京都
12437 唐　登　　　敬 東京都
12438 都　築　正　博 高知県
12439 楠　元　康　紀 兵庫県
12440 横　井　　　隆 東京都
12441 落　合　信　貴 札幌市
12442 岩　間　貴　弘 東京都
12443 杉　本　敬　一 江別市
12444 橘　　　　　快 Ａｉｏｌｏｓ
12445 山　田　佳　彦 ＡＷＳ
12446 宮　沢　充　博 ヘルシア
12447 宗　片　靖　洋 札幌市
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12448 北　川　裕　基 兵庫県
12449 長　合　邦　彦 埼玉県
12450 川　辺　真　斗 札幌市
12451 老　　　耕　平 留萌市
12452 佐　藤　佑　樹 神奈川県
12453 武　中　慎　治 帯広市
12454 佐々木　翔　平 札幌市
12455 宇　野　嘉　隆 滋賀県
12456 久　新　信一郎 岩田地崎ＳＲＣ
12457 武　田　誠　也 京都府
12458 下　山　洋　和 公務員
12459 常　盤　真　吾 千歳市
12460 平　川　広　樹 長谷川塾
12461 吉　田　正　志 暁輝
12462 野　村　具　弘 元はちすぽ
12463 小野寺　　　稔 恵庭市
12464 髙　橋　和　文 秋田県
12465 針　間　輝実彦 スノコ軍団
12466 篠　澤　　　晃 共通運送
12467 吉　川　孝　介 宮崎県
12468 有　働　孝　弘 有働鉄工所
12469 高　橋　達　也 帯広市
12470 梅　村　　　明 帯広市
12471 吉　尾　昇　平 札幌市役所
12472 菅　原　勝　巳 宮城県
12473 小野寺　　　修 上富良野町
12474 森　谷　和　洋 三重県
12475 松　尾　祐　二 ホンダカーズ
12476 冨　山　隆　広 スリービー
12477 山　瀧　泰　輔 旭川市
12478 鎌　田　英　則 札幌農学校
12479 平　野　明　良 東京都
12480 村　山　和　宏 神奈川県
12481 萩　原　　　亮 ＣＲ．ｍ
12482 長　井　　　健 札幌市
12483 福　田　　　衛 札幌市
12484 橋　間　雅　彦 セント
12485 丸　橋　　　昇 群馬県
12486 佐　藤　和　昌 川北自動車
12487 大　塚　勇　作 鹿児島中央ＡＣ
12488 大　上　直　哉 大阪府
12489 永　仮　敦　善 札幌市
12490 沢　田　恒　平 愛知県
12491 泉　　　和　真 ＫＣ
12492 紺　野　勇　人 弘前大学
12493 藤　川　裕　充 東川町
12494 八　巻　　　剛 チャリダー
12495 大　石　光　弘 千葉県
12496 松　田　和　也 埼玉県
12497 樋　浦　　　瞬 愛里苑
12498 中　村　裕　文 札幌市
12499 小　林　庸　一 小林管工
12500 濱　田　祐　太 田岡走
12501 北　　　雅　友 札幌市
12502 服　部　慎　一 札幌市
12503 鈴　木　健　一 札幌市
12504 峯　村　明　宏 千歳市
12505 長　田　伸　司 旭川市
12506 兼　松　　　孝 千葉県
12507 佐　藤　　　徹 札幌市
12508 西　岡　勝　彦 愛媛県
12509 成　田　直　史 千葉県
12510 谷　口　紀　之 奈良県
12511 青　木　英　樹 札幌市
12512 金　岡　優　樹 札幌市
12513 藤　原　　　禎 大分県
12514 大　本　裕　己 東京都
12515 伊　東　祐　孝 スマイリー
12516 畠　中　晃　樹 ＴＦＫＲＣ
12517 佐　藤　友　徳 札幌市
12518 原　　　省　吾 札幌市
12519 白　幡　俊　一 チームトキ
12520 白　幡　亮　平 チームトキ
12521 三　谷　英　弘 神奈川県
12522 工　藤　徳　之 石狩市
12523 今　井　久　夫 北陵九山
12524 北　上　　　明 岩手県
12525 増　永　健　一 増永歯科
12526 長谷部　英　男 神奈川県
12527 藤　田　凌　平 札幌市
12528 柴　田　雄　一 札幌市
12529 佐　藤　正　則 東京都
12530 梅　沢　貴　介 旭川医科大学
12531 竹　田　　　航 クオーレ
12532 中　田　寿　彦 東京都
12533 安　藤　匠　汰 江別市
12534 持　田　悠　太 帯広市
12535 斉　藤　洋　志 札幌市
12536 笠　松　忠　士 上川町
12537 酒　井　和　之 東京都
12538 秋　野　豊　生 アスプラン
12539 谷　村　英　敏 天塩町
12540 小　林　慎　治 札幌市
12541 今　　　輝　彦 エレコミ
12542 吉　川　弘　継 東京都
12543 市　原　　　陸 東京都
12544 八　幡　修　一 千葉県
12545 高　橋　拓　馬 千歳市
12546 弘　田　正　憲 フリーラン札幌
12547 金　森　　　清 新フリーラン
12548 古　舘　　　剛 新フリーラン
12549 村　川　慶　路 ゆっくり～ず
12550 橋　本　吉　彦 青森県
12551 松　本　英　樹 恵庭市
12552 香　西　祥　次 三原山アフロ
12553 眞　鍋　孝　宜 あいの里おやじ
12554 金　　　英　樹 東京都
12555 堀　澤　広　明 ＳＲＣ９０４

12556 石　山　　　覚 栃木県
12557 島　川　邦　彦 小樽市
12558 内　田　臣　哉 辻風ＡＣ
12559 相　澤　拳　人 札幌市
12560 井　上　伸　一 奈井江町
12561 佐　伯　孝　一 北広ランナー
12562 松　山　育　誠 旭川市
12563 田　中　　　治 東京都
12564 三　宅　賀　一 札幌市
12565 安　田　祥　司 神奈川県
12566 川　村　高　大 札幌市
12567 曽　我　義　祐 東京都
12568 畑　中　栄　和 新得町
12569 伊　藤　雅　浩 サイクル朝里
12570 眞　鍋　　　亮 ＢＲＳ
12571 石　原　　　繁 東京都
12572 坂　本　隆　史 ＢＲＳ
12573 高　田　　　篤 愛知県
12574 高　橋　豊　和 ランハート岐阜
12575 舘　山　達　也 大阪府
12576 青　山　貴　志 札幌国際芸術祭
12577 山　田　徹　雄 兵庫県
12578 土　田　竜　平 札幌市
12579 山　中　浩　司 東京都
12580 服　部　圭　吾 札幌市
12581 石　橋　直　人 千葉県
12582 佐　軒　崇　夫 東京都
12583 岡　山　敦　詞 富良野市
12584 小　川　佳　吾 東京都
12585 成　島　　　哲 東京都
12586 雨　宮　雅　宏 札幌市
12587 武　田　知　也 日本郵便
12588 大　垣　一　彦 茨城県
12589 小　西　友　貴 東京都
12590 清　尾　　　崇 チームＢＯＤ
12591 平　野　佑　気 新得町
12592 数　井　良　行 東京都
12593 亀　関　宏　紀 神奈川県
12594 任　田　宜　史 江別市
12595 椎　名　哲　二 大阪府
12596 宮　坂　　　衛 斗南病院
12597 山　崎　孝　章 千葉県
12598 澤　田　直　人 札幌市
12599 長谷川　　　巧 栗本鐵工所
12600 三　國　誠　司 京王電鉄陸上部
12601 岸　　　好　孝 徳島県
12602 石　丸　晴　敏 ちばりよ～ＲＣ
12603 堀　池　昌　史 千葉県
12604 塩　俵　孝　宏 札幌市
12605 小　野　駿　介 江別市
12606 千　葉　和　也 燻製会
12607 山　本　主　税 フリー
12608 高　原　浩　介 兵庫県
12609 勝　山　洋　平 岐阜県
12610 大　坂　光　典 ＪＲ北海道ＭＣ
12611 あんどう　よしき 木場ラン（仮）
12612 石　澤　茂　樹 札幌市
12613 清　水　裕　樹 レイス治療院
12614 纐　纈　俊　嗣 東京都
12615 近江谷　有　弥 東京都
12616 成　田　知　也 ｎｏｖｅｌｌｏ
12617 根　岸　　　豊 札幌市
12618 中　崎　直　也 ＳＨＥ’Ｓ
12619 高　倉　宏　司 東京都
12620 坂　井　康　文 ホクレン
12621 山　野　昭　彦 ＭＲＣ
12622 及　川　祐　一 室蘭市
12623 片　山　勝　彦 親路ランナーズ
12624 中　園　信　広 福岡県
12625 菊　池　耕　治 札幌市
12626 小　椋　則　幸 帯広楽走会
12627 横　田　渓　太 愛知県
12628 橋　詰　泰　治 倶知安町
12629 本　間　　　司 札幌市
12630 大　宮　孝　規 石狩市
12631 木　村　和　義 ＷＥＷ
12632 照　井　芳　明 ＡＲＣ４０
12633 小　池　文　平 ＴＴＲＣ
12634 石　川　俊　彦 札幌市
12635 白　戸　良　幸 兵庫県
12636 西　原　秀　信 大阪掖済会病院
12637 安　田　儀　吾 ゴールドウイン
12638 竹　内　秀　一 埼玉県
12639 松　井　秀　樹 東京都
12640 泉　　　達　也 愛知県
12641 田　淵　隆　之 ブロッコリー
12642 伊　藤　健　司 チームぷっ
12643 塩　塚　英　治 トーア
12644 和　田　正　孝 神奈川県
12645 幅　田　真佐弘 富山県
12646 歌　川　　　毅 ＪＹＭ
12647 葛　岡　　　稔 埼玉県
12648 髙　橋　周　平 札幌市
12649 山　本　博　司 札幌市
12650 三　國　遼　哉 なし
12651 船　木　康　年 ＴｅａｍＲ＆Ｔ
12652 鈴　木　俊　輔 北海道エネルギ
12653 小　川　英　樹 北海道エネルギ
12654 布　施　好　史 広島県
12655 宮　形　秀　史 ＴＥＸＥＮＧ
12656 山　下　誠　護 札幌市
12657 清　水　　　友 脱北会
12658 浅　井　　　正 愛知県
12659 上　野　博　行 稚内市
12660 三　宮　裕　人 札幌市
12661 冨貴田　健　二 福岡県
12662 今　井　　　信 ジュエル
12663 高　橋　嘉　臣 サントリー

12664 谷　口　昭　宣 大阪府
12665 細　川　英　昭 北海道物産興社
12666 高　山　功一郎 札幌市
12667 鈴　木　万　三 藤田医科大学
12668 植　松　雅　史 札幌市
12669 山　縣　真　人 札幌市
12670 山　下　浩　正 八雲町
12671 齋　藤　幸　紀 札幌市
12672 奥　田　昌　彦 奈良県
12673 日向寺　　　巧 札幌市
12674 町　田　貴　志 埼玉県
12675 山　田　拓　弥 愛知県
12676 阿　部　雄一郎 平針ランナーズ
12677 小　松　弘　直 札幌市
12678 高　橋　正　憲 東京都
12679 網　田　智　基 札幌市
12680 山　﨑　一　樹 千歳市
12681 安　保　健　太 東京都
12682 黒　瀬　　　司 兵庫県
12683 小　路　康　太 旭川市
12684 工　藤　　　崇 札幌市
12685 南　本　一　志 ロイヤーズ
12686 長　尾　喜代治 チームＫ
12687 沼　田　義　典 ２０３ＳＱ
12688 水　野　浩　典 ラン戦隊
12689 三　上　晶　寛 神奈川県
12690 涌　井　　　初 札幌市
12691 高　根　武　人 千葉県
12692 鍋　山　　　隆 旭川市
12693 杉　坂　健　次 ＦｕｎＲｕｎ
12694 佐　藤　瑠　弥 江別市
12695 石　橋　　　健 東京都
12696 西　田　拓　矢 ＲＫコンサル
12697 木　川　宗　久 札幌市
12698 小　林　雄一郎 石狩市
12699 湯　川　聖　地 東京都
12700 四　戸　耕之助 ４番隊
12701 山　崎　健　臣 ＫＹＲＥＣＯ
12702 谷　口　善　幸 札幌市
12703 飯　尾　康　幸 深川市立病院
12704 武　貞　春　彦 アリウープ
12705 高　野　磨　久 千歳市
12706 那　珂　　　仁 札幌市
12707 寺　峰　　　甲 札幌市
12708 本　間　健　吾 室蘭市
12709 三　島　裕　之 東京都
12710 中　村　竹　男 潮物産株式会社
12711 海老沼　　　稔 小樽えび沼歯科
12712 池　田　　　敦 埼玉県
12713 小　川　　　一 神奈川県
12714 神　山　和　義 チームのろし
12715 田　中　浩　二 うみ街信金ＭＣ
12716 鳥　居　一　郎 共栄産業茨城
12717 内　田　　　敬 大阪府
12718 古　賀　　　敏 ゆるラン
12719 増　井　規　人 ＰＤハウス
12720 植　村　郁　彦 北広島市
12721 盛　合　　　崇 札幌市
12722 鈴　木　克　典 福岡県
12723 佐　藤　大　貴 セントラル琴似
12724 溝　口　清　隆 ブレソフィ
12725 紺　野　勇　人 登別市
12726 新　谷　弘　治 大阪府
12727 黒　滝　　　渉 ボルツ
12728 佐　藤　清　一 ＳＳＣ走友会
12729 田　中　忠　昭 釧路文苑ランナ
12730 庭　山　風　人 新光小学校
12731 菅　原　和　弘 ほくやく
12732 澤　又　基　樹 千葉県
12733 大　越　弘　光 札幌市
12734 福　島　光　一 岡山県
12735 広　瀬　敏　貴 北見走遊会
12736 佐　藤　隆　広 千歳市
12737 加　賀　勝　美 札幌市
12738 吉　田　英　員 室蘭市
12739 秋　山　卓　也 （株）山善
12740 薮　田　環　己 札幌市
12741 白　土　洋　平 千葉県
12742 ツェレイ　ジョゼフ 福岡県
12743 寺　崎　祐　貴 札幌市
12744 阿　部　哲　也 札幌市
12745 鈴　木　達　也 道マラソンク
12746 金　本　真　一 酒ＲＵＮ倶楽部
12747 矢　部　健一郎 札幌市
12748 結　城　司　敏 結城商店
12749 井　口　高　志 大阪府
12750 竹　原　世　耕 埼玉県
12751 船　木　隆　史 名寄市
12752 小　坂　真　也 東京都
12753 佐　藤　範　之 二十四軒ＲＣ
12754 深　澤　康　太 倶知安町
12755 浜　町　康　浩 千葉県
12756 藪　田　拓　哉 兵庫県
12757 青　山　文　彦 あおやまＲＣ
12758 横　田　法　久 札幌市
12759 新　居　龍　季 ＫＢＣ
12760 白　石　拓　也 千葉県
12761 加　藤　允　啓 札幌市
12762 丸　山　　　豊 Ｈｏｎｄａ
12763 早　瀬　之　啓 東京都
12764 中　村　賢　二 愛知県
12765 中　島　崇　陽 東京都
12766 広　内　直　希 札幌市
12767 山　本　秀　一 Ｉｏｌａｎｉ
12768 松　下　智　博 風っ子ＡＣ
12769 森　橋　勇　太 札幌市
12770 岩　崎　良　平 恵迪ＲＣ
12771 名　取　俊　介 ふらっちょ

12772 菅　城　信　繁 東京都
12773 又　平　大　輔 函館市
12774 澤　井　敦　史 札幌市
12775 千　田　浩　之 滋賀県
12776 土　生　侑　祐 茨城県
12777 古　崎　　　昭 東京都
12778 栄　　　謙志郎 ＴＲＣ
12779 古　屋　清　治 株式会社ふるや
12780 中　元　主　税 ＳＣＦＭ
12781 島　畑　和　徳 青葉病院
12782 三　浦　広　卓 ルーメンズ
12783 菅　原　恒　範 札幌スキー連盟
12784 松　田　圭　大 札幌市
12785 渡　辺　圭　太 いぐち式
12786 三　浦　龍一郎 札幌市
12787 松　本　昌　久 愛知県
12788 三　浦　和　彦 東京都
12789 三　好　尉　史 神奈川県
12790 杉　山　忠　勝 大阪府
12791 戸　川　宗　治 札幌市
12792 岩　見　　　譲 神奈川県
12793 岡　留　幸　博 愛知県
12794 やまき　ゆうた 東藻琴診療所
12795 荒木地　　　稔 宮城県
12796 岡　田　浩　司 ＵＳＡＭＩＲＣ
12797 三　野　耕　一 ＮＴＴアカシア
12798 近　藤　仁　志 愛知県
12799 張　　　樹　文 東京都
12800 八　田　暁　彦 江別市
12801 山　崎　左　近 神奈川県
12802 庄　子　吉　彦 千葉県
12803 津　村　則　安 札幌市
12804 兼　松　　　慧 爆走マイペース
12805 三　田　和　明 神奈川県
12806 日　比　初　紀 日医ジョガーズ
12807 古　口　　　聡 東京都
12808 折　原　直　通 千葉県
12809 田　島　直　貴 光スキークラブ
12810 四　栗　政　志 ホクレン油機
12811 神　部　健　史 チームシオン
12812 須　原　重　明 サントリー
12813 石　山　和　彦 一印ランナ－ズ
12814 望　月　克　己 兵庫県
12815 大　瀧　　　曜 兵庫県
12816 音喜多　　　啓 札幌市
12817 上　野　秀　実 札幌市
12818 ワン　チンシー Ｅｔｈａｎ
12819 佐々木　敏　夫 頑張れ６７
12820 竹　見　大　輔 札幌市
12821 櫻　井　良　明 稲沢走友会
12822 鈴　木　悠　司 ＲＲＲ
12823 阿　部　晋　也 ＮＣＲ
12824 堀　北　禎　仁 すみラン
12825 小　池　裕　之 札幌市
12826 武　石　良　平 東京都
12827 中　村　直　樹 滝川市
12828 佐々木　英　二 香川マスターズ
12829 江　崎　公　二 札幌市
12830 水　木　　　茂 町田陸協
12831 秦　　　浩　信 きゃんさーず
12832 吉　田　　　怜 札幌市
12833 舛　田　泰　基 札幌市
12834 日　野　　　聡 兵庫県
12835 畑　山　修　嗣 ナイトＲ苫小牧
12836 澁　谷　　　聡 北海道ガス
12837 岩　見　暢　昭 愛知県
12838 一　條　秀　太 Ａｒｔｈｒｅｘ
12839 松　崎　　　浩 東京都
12840 林　　　明　宏 はやし歯科
12841 藤　原　英　樹 愛知県
12842 泉　　　利　彦 札幌市
12843 近　藤　　　奨 埼玉県
12844 吉　村　明　久 札幌市
12845 瀬　口　暢　之 東京都
12846 玉　川　俊　之 千葉県
12847 冨　岡　　　篤 日本製紙ＲＣ
12848 鈴　木　大　介 チーム堕天使
12849 佐　藤　章　雄 ジーイー工業
12850 足　立　　　収 大阪府
12851 内　海　　　透 県南交通（株）
12852 堀　　　佳　樹 東京都
12853 澤　田　孝　幸 森町ミナト食品
12854 野　口　達　也 千葉県
12855 岡　　　靖　之 札幌市
12856 鈴　木　公　大 札幌市
12857 石　川　征　宏 宮城県
12858 片　岡　央　尚 東京都
12859 種　田　直　章 安平ＭＣ
12860 吉　田　悠　貴 道庁水林部
12861 葛　西　清　仁 青森県
12862 森　本　匡　則 ろうきん
12863 坪　坂　一　明 札幌市
12864 東　野　靖　紀 東京都
12865 鈴　木　勝　利 城田寺倶楽部
12866 山　崎　淳　一 札幌市
12867 川　上　寛　典 大阪府
12868 堀　越　　　司 恵庭市
12869 辻　　　浩　一 札幌市
12870 古　川　英　男 神奈川県
12871 和　地　勇　次 札幌市
12872 佐　藤　幹　大 旭川市
12873 若　山　朝　幸 石狩市
12874 中　山　康　彦 札幌市
12875 庄　谷　卓　爾 兵庫県
12876 佐々木　雄　也 札幌市
12877 佐々木　優　造 札幌市
12878 陳　　　　　鵬 京都府
12879 小　関　克　典 室蘭信用金庫
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12880 飯　野　誠　治 札幌市
12881 岩　永　正　嗣 札幌市
12882 山　下　博　人 埼玉県
12883 野　坂　　　徹 ＳＵＶＡＣＯ
12884 桑　名　一　光 宮城県
12885 中　山　慎太郎 千葉県
12886 小　出　　　勉 ＵＲＣ
12887 薄　井　多空見 札幌市
12888 山　本　　　椋 札幌市
12889 荒　関　公　彦 アークライズ
12890 前　　　啓　太 チーム１５分前
12891 坂　井　健　太 大阪府
12892 佐　藤　貴　志 神奈川県
12893 佐々木　勇　太 日高町
12894 鍬　田　佑　介 札幌市
12895 東　　　大　介 山口県
12896 池　田　　　豊 岐阜県
12897 品　川　信　道 スポネット弘前
12898 近　藤　孝　裕 札幌市
12899 小　森　雄　造 芽室町
12900 野　崎　翔　太 札幌市
12901 近　藤　克　紀 根室市
12902 瀧　口　和　司 京島倶楽部
12903 寺　崎　弘　幸 札幌市
12904 酒　匂　靖　広 元鶴舞町帰宅部
12905 西　本　幸　明 石川県
12906 佐　藤　直　也 千葉県
12907 青　木　雅　文 東京都
12908 荒　井　健太郎 東京都
12909 吉　村　裕　愛 札幌東ＮＴＡ
12910 藤　井　壽　夫 函館短期大学
12911 川　井　竜　夫 更別村
12912 佐　藤　立一朗 大阪府
12913 高　崎　　　健 無職
12914 寺　坂　隆　義 ミナノ精工
12915 稲　村　健　太 札幌市
12916 髙　橋　明　裕 ＮＷＲＣ
12917 横　井　友　樹 札幌市
12918 大　滝　信　一 エプソン千歳
12919 畠　山　翔　太 札幌市
12920 大久保　文　彦 はやて走友会
12921 久　我　充　昭 明走会
12922 星　　　亮　輔 札幌市
12923 細　谷　志　乃 千葉県
12924 門　野　貴　行 モリミツ
12925 斉　藤　豊　一 札幌市
12926 岡　田　　　孝 銀座プロレス
12927 森　川　明　義 大阪府
12928 藤　倉　　　稔 水門クラブ
12929 大　村　　　健 なし
12930 細　川　宗　徳 明円ソフト開発
12931 川　瀬　晃　良 雪印メグミルク
12932 岸　　　照　人 ＲＵＮ札幌
12933 森　島　正　樹 奈良県
12934 八　木　徹　雄 東京都
12935 大　友　昭　和 道マラソンクラ
12936 山　田　博　文 ちーむ　やす
12937 西　内　正　志 江別市
12938 梅　田　昌　宏 東京都
12939 只　野　祥　弥 札幌市
12940 小　林　　　篤 恵庭市
12941 工　藤　大　介 野口料理学園走
12942 福　田　譲　司 東京都
12943 茶　木　　　伸 兵庫県
12944 小　平　茂　樹 上野幌歯科
12945 大　塚　英　幸 ＪＡＬＫ
12946 丸　山　雅　貴 ＣＲ２東日本
12947 岩　崎　芳　規 金富士酒場
12948 松　田　慎　也 チーム原野谷
12949 杉　山　健　次 山口県
12950 工　藤　公　嗣 札幌市
12951 西　尾　　　実 三英社
12952 鈴　木　　　薫 フジヤマＴＲＣ
12953 中　野　容　一 札幌市
12954 中　津　勝　則 ちばりょ～ＲＣ
12955 根　本　義　則 ７７４ＲＣ
12956 福　井　茂　晴 森と暮らす札幌
12957 梅　井　裕　晃 ラン友とやま
12958 松　山　英　知 埼玉県
12959 福　永　明　弘 札幌市
12960 中　島　治　彦 札幌市
12961 蜂　谷　　　薫 滋賀県
12962 村　上　貴　孝 大阪旭こども
12963 狩　野　貴　史 東京都
12964 森　戸　呈次郎 木場公園
12965 森　本　博　明 岩見沢市
12966 山　田　勝　彦 ＵＲＣ
12967 原　　　　　隆 愛知県
12968 八　木　康　博 札幌市
12969 中　西　　　創 帯広市
12970 工　藤　勝　美 チームこんどう
12971 土　屋　　　渉 遠軽信金
12972 三　浦　仁　史 凹たれん隊
12973 若　松　久　志 札幌市
12974 及　川　純　平 札幌市
12975 森　岡　文　夫 ＦＨＣ＠ＲＵＮ
12976 竹　田　純　一 福岡県
12977 木　田　直　光 埼玉県
12978 原　田　和　幸 ｔｅａｍジョン
12979 野　村　広　幸 札幌市
12980 渡　邉　明　春 札幌市
12981 長谷川　直　弘 めざせ健康家族
12982 岩　井　正　隆 ビーグルビート
12983 千　葉　昌　典 レジェラン台湾
12984 伊　藤　隆　志 伊藤隆志歯科
12985 前　田　有　明 札幌薬剤師会
12986 松　尾　直　也 神奈川県
12987 山　田　泰　平 ランフィールド

12988 森　田　淨　司 札幌市
12989 馬　場　貴　明 馬場印刷
12990 中　村　厚　志 愛知県
12991 猪　村　達　也 ＰＲＯＯＦ
12992 束　田　至　彌 ＪＴＢ
12993 齊　藤　　　誉 札幌市
12994 原　田　直　人 札幌市
12995 中　村　　　透 札幌市
12996 沼　田　久　司 アキランメイツ
12997 大　西　教　夫 協和薬品工業
12998 伊　澤　敏　穂 リンタロウＲＣ
12999 堤　　　祐太朗 沖縄県
13000 水　本　壮　洋 静岡県
13001 山　野　一　宏 株式会社カネカ
13002 吉　田　国　平 国分北海道㈱
13003 河　路　國　治 ランナー春日井
13004 宿　谷　啓　二 愛知県
13005 松　尾　亮　太 大和ハウス工業
13006 高　橋　裕　二 ｄｎｐ
13007 奥　川　大　輔 札幌市
13008 渡　邉　孝　充 大自然ＡＣ
13009 藤　川　　　裕 札幌市
13010 田　中　　　玲 ＧＢＣ
13011 今　村　康　弘 札幌市
13012 片　平　智　也 東京都
13013 長　尾　修　義 神奈川県
13014 藤　根　雄　一 札幌市
13015 河　野　邦　彦 福岡県
13016 栗　城　　　悟 札幌市
13017 酒　井　政　志 エルム走友会
13018 髙　橋　雅　明 札幌市
13019 佐　藤　知　由 山形県
13020 玉　木　宏　典 たまき矯正歯科
13021 藤　門　泰　貞 すばる調剤薬局
13022 蛯　名　聡　司 セントラル琴似
13023 加　藤　康　之 苫小牧
13024 加　藤　毅　夫 ＳＰＭＳＤ
13025 川　口　隆　司 愛知県
13026 天　野　　　誉 三重県
13027 田　澤　智　美 苫小牧市
13028 新　川　一　也 東京都
13029 野　村　五十治 福井県
13030 山　中　博　幸 コスモス
13031 小　林　弘　幸 ＨＢＡＲＣ
13032 狩　野　友　和 札幌市
13033 丹　尾　太一郎 福井県
13034 竹　内　優　之 函館市
13035 木　付　立　思 東京都
13036 石　山　耕　二 千歳市
13037 山　崎　常　行 宗像走ろう会
13038 安　藤　康　久 愛知県
13039 小　林　大　剛 ＰＯＪ
13040 原　　　　　明 千歳市
13041 篠　田　昌　宏 しみじみ芽室会
13042 中　野　愛　治 神奈川県
13043 吉　田　直　樹 Ｎステラバーズ
13044 猪　原　章　宣 大阪府
13045 都　築　栄　一 旭川市
13046 華　園　　　究 酪農学園大学
13047 前　田　　　亨 開発工営ＲＣ
13048 下　岡　敏　哉 東京都
13049 里　中　雅　幸 興北煖房ＹＲＴ
13050 宇佐美　秀　之 愛知県
13051 松　山　広　己 新道ＲＣ
13052 若　林　正　和 東京都
13053 髙　橋　直　樹 北都システム
13054 齋　藤　　　匠 札幌市
13055 布　施　唯　隆 旭川市
13056 成　田　ジュン 愛知県
13057 忍　足　松　夫 いすみ鉄道
13058 近　藤　哲　弘 釧路市
13059 浜　本　敏　博 兵庫県
13060 猪　口　克　哉 ウサギとカメ
13061 斗　内　陽　司 小樽市
13062 仲　保　智　宏 当別町
13063 岩　崎　徹　也 札幌市
13064 上野山　敦　士 新潟県
13065 フォン　ロビー 札幌市
13066 千　田　晋太郎 東京都
13067 小　林　正　司 北見市
13068 新　井　智　博 東京都
13069 内　山　　　淳 埼玉県
13070 金　賀　志　郎 ＴＡＲＣ
13071 荻　　　博　行 札幌市
13072 西谷内　文　一 赤れんが走友会
13073 土　門　伸　司 札幌市
13074 北　原　宏　樹 札大５号館
13075 清　水　誠　一 札大５号館
13076 森　　　健太郎 神奈川県
13077 井　川　高　義 東京都
13078 鈴　木　邦　明 札幌市
13079 増　間　碌　郎 東京都
13080 片　平　吉　紀 ＭＫランド
13081 岩　本　匡　広 札幌市
13082 高　橋　正　樹 道土地開発公社
13083 長　山　由起夫 ＮＷＡＣ
13084 中　川　英　男 ＨＡＰ
13085 原　　　啓　二 帯広食衛検
13086 間　野　淳　樹 札幌市
13087 伊　藤　昌　孝 神奈川県
13088 近　藤　俊　吾 神奈川県
13089 安　在　浩　明 恵庭市
13090 浜　田　順　一 はまちゃんねる
13091 谷　口　英　樹 浦幌らんらん
13092 吉　田　建　志 ＤＣ大通り
13093 児　玉　政　和 旭川市
13094 打　田　泰　規 札幌市
13095 三　井　博　明 旭川消防

13096 中　道　誠　司 Ｎ’ｓＦＲＣ
13097 半　藤　幸　広 登別ＡＫＢ
13098 杉　原　裕　介 札幌市
13099 田　中　瑛　一 東京都
13100 石　井　良　和 札幌市
13101 安　達　健　生 室蘭あだち内科
13102 柿　木　浩　一 兵庫県
13103 朝　野　　　悠 株式会社ヒカリ
13104 後　藤　　　雅 芽室町役場ＯＢ
13105 斉　藤　　　聡 札幌市
13106 高　山　伸之介 福島県
13107 佐　藤　秀　靖 富良野市
13108 村　田　浩　輔 札幌市
13109 金　井　達　雄 宮城県
13110 佐　藤　清　彦 ｃｏｕｓｉｎ
13111 佐　藤　浩　樹 福岡県
13112 力　久　裕　樹 札幌市
13113 梶　　　健　太 八雲町立八雲小
13114 小名木　明　宏 北大刑事法ＸＣ
13115 後　藤　　　晃 焼肉同好会
13116 山　口　　　誠 北恵庭ＢＳ
13117 林　　　嘉　樹 京都府
13118 斎　藤　　　整 髙橋水産ＥＲＣ
13119 横　山　高　志 札幌市
13120 佐久間　利　哉 エクシオ
13121 小　池　　　聡 ルーメンズ
13122 新　岡　研一郎 石狩北部消防
13123 中　島　邦　雄 富士電機
13124 馬　場　　　崇 宮城県
13125 大　友　信　久 旭川市
13126 六本木　伸　次 札幌市
13127 小　倉　雅　裕 岩見沢市
13128 小　野　　　渉 札幌市
13129 若　菜　慶一郎 若菜歯科医院
13130 丹　羽　基　憲 士幌町
13131 佐　藤　貴　司 狭山清陵高校
13132 野　田　智　之 愛知県
13133 松　本　　　輝 北広島市
13134 栄前田　英　樹 札幌市
13135 阿　部　正　明 寿都高校ＯＢ
13136 山　田　敦　志 東京都
13137 小野寺　達　也 神奈川県
13138 一ノ関　宏　和 旭川市
13139 松　澤　　　靖 札幌市
13140 阿　部　訓　芳 栃木県
13141 加　藤　昌　彦 加藤昌彦
13142 飯　塚　純　一 東京都
13143 横　尾　秀　宏 ＢＤＪ
13144 新　井　友　彰 札幌市
13145 加美山　勝　政 根室市
13146 岩　本　正　人 札幌市
13147 赤　間　拓　生 札幌市
13148 高　桑　敬　博 札幌市
13149 村　川　　　毅 長万部走ろう会
13150 藤　本　敏　徳 神奈川県
13151 中　嶋　　　翔 千葉県
13152 北　山　光　雄 札幌市
13153 堀　内　大　輝 札幌市
13154 梅　原　昌　樹 神奈川県
13155 齊　藤　文　彦 札幌市
13156 久　瀬　隆　太 札幌市
13157 北　辻　香　昭 アルファプラス
13158 佐　藤　敬　一 ＨＭ
13159 村　端　孝　二 マーブル
13160 本　間　竜　司 札幌市
13161 宮　崎　三　誓 東京都
13162 澤　田　真　樹 ＫＤＤＩ
13163 河　森　貴　文 北海道銀行ＯＢ
13164 飯　田　義　仁 クラブＲ２中日
13165 工　藤　嘉　延 旭川市
13166 川　口　恵　之 宮城県
13167 山　下　　　正 エムアンドエフ
13168 鈴　木　宏　作 釧路市
13169 小　川　周　二 愛知県
13170 米　谷　　　諭 北海道開発局
13171 奥　野　　　衛 石川県
13172 北　川　知与司 愛知県
13173 丸　山　秀　登 帯広市
13174 関　口　和　正 和楽走友会
13175 竹　本　　　孝 神戸ロブスタ
13176 北　村　浩　一 北見安全協会
13177 三　井　道　広 ＲＵＮ－札幌
13178 島　崎　友　伸 東京都
13179 下見世　裕　嗣 ちーむメドック
13180 山　科　　　梓 東京都
13181 マレシュ　ヤクブ Ｖａｌｅｏ
13182 野　戸　崇　敬 走ろう福士の会
13183 木　下　雅　彦 ＯＴＣ
13184 越　間　　　務 札幌市
13185 内　田　啓　文 東京都
13186 池　田　雅　夫 ｋａｗａｕｓｏ
13187 上　野　幸一郎 千葉県
13188 川　北　成　一 東京都
13189 横　山　利　幸 東京都
13190 川　邊　洋　一 札幌市
13191 渡　邉　明　彦 埼玉県
13192 正　岡　孝　浩 株式会社カネカ
13193 石　川　敏　博 愛知県
13194 近　藤　充　広 北見市
13195 西　田　拓　泰 くそ旅愁の塊
13196 尾　方　智　孝 兵庫県
13197 戸　谷　嘉　之 ももななクラブ
13198 梅　原　英　生 嘉穂３３ＲＣ
13199 足　立　憲　昭 足立金物店
13200 鈴　木　清　隆 東京都
13201 長　野　匡　史 札幌市
13202 吉　田　浩　幸 ＩＷＡＫＵＲＡ
13203 堀　川　由　則 千葉県

13204 工　藤　　　聡 財務局走ろう会
13205 梅　澤　　　聡 神田川クラブ
13206 野　里　幸　彦 札幌市
13207 梅　原　紳一郎 北風ｗｏｒｋｓ
13208 藤　田　忠　史 札幌ユニラン部
13209 神　林　基　夫 神奈川県
13210 成　田　　　勲 札幌市
13211 高　橋　宏　昌 ＨＣＦＭ
13212 細　川　泰　明 チームＫＡＸＡ
13213 遠　藤　博　光 （株）ＮＪＳ
13214 真　中　勝　義 札幌市
13215 藤野原　正　敏 ムトウ建設工業
13216 横　山　靖　仁 麻生病院
13217 野　田　晃　弘 札幌市
13218 椎　葉　隆　博 和歌山県
13219 廣　嶋　茂　治 函館市
13220 水　島　正　人 市立札幌病院
13221 伊　藤　道　成 千葉県
13222 利　木　貴　志 札幌市
13223 伊　藤　寛　祥 中標津十二楽走
13224 住　吉　　　聡 東京都
13225 山　中　智　雄 ダイビーズ
13226 犬　塚　　　浩 八犬伝
13227 金　井　和　明 紀伊國屋ＯＢ
13228 中　村　憲　互 札幌市
13229 伊　藤　文　人 高知工科大学
13230 天　野　充　猛 神奈川県
13231 本　山　眞　一 チームまるよし
13232 鴨志田　　　操 東京都
13233 小　坂　公　人 札幌市
13234 加　納　尚　明 札チャレ
13235 中　川　光　紀 Ｆ．ｏ．Ｒｕｎ
13236 小野澤　真　弘 北大血液内科
13237 村　上　浩　二 福岡県
13238 中　澤　陽　平 ＭＳＤ
13239 若　杉　知　史 東京都
13240 本　橋　英　治 リード
13241 太　田　武　郎 静岡県
13242 藤　元　隆　憲 滝川市
13243 岩　崎　敏　哉 リリー
13244 堀之内　崇　文 ベルファース
13245 野　田　康　二 ロコランナーズ
13246 音　島　正　典 （株）三松
13247 山　本　祥　正 神奈川県
13248 関　口　英　幸 道南ＲＣ
13249 斎　藤　　　忍 コスミック
13250 坂　田　　　諭 札幌市
13251 河　井　敏　一 東京都
13252 佐　藤　仁　彦 埼玉県
13253 久保田　剛　三 Ｇｏｏｚ
13254 多　田　伸　一 ゆうと０３２０
13255 千　葉　　　昇 ２ｎｄＳＴＧ
13256 久　米　利　雄 大阪ＭＣＤラン
13257 大　井　和　裕 旭川市
13258 大　館　慶　二 苫小牧市
13259 杉　山　幸　裕 東京都
13260 和　泉　義　博 札幌市
13261 高　橋　敏　英 札幌市
13262 佐々木　直　弥 札幌市
13263 森　山　　　遼 釧路市
13264 山　本　　　洋 ＷＪＣ
13265 木　村　　　望 札幌市
13266 飯　塚　良　昭 ももランニング
13267 藤　澤　幸　雄 トクマＡＣ
13268 梶　野　　　剛 袖付き
13269 石　井　良　夫 北林走友会
13270 鈴　木　雅　久 東京都
13271 大　村　　　敬 ヤマハ
13272 北　畑　紀　和 札幌市
13273 成　田　浩　樹 札幌市
13274 田　中　謙　吾 札幌市
13275 川　田　宣　人 札幌市
13276 開　發　　　崇 札幌市
13277 井　田　　　操 函館市
13278 長谷川　信　幸 旭川市
13279 山　根　有　介 かえでクラブ
13280 杉　本　　　剛 東京都
13281 押　阪　逸　生 兵庫県
13282 斉　藤　正　美 クワザワ
13283 東　島　泰　久 ＫＳＫ楽笑会
13284 狩　野　　　健 札幌市
13285 土　屋　和　靖 ボーダーズ
13286 大　宮　雅　之 ゆめりあＲＣ
13287 鈴　木　章　彦 岩見沢市立病院
13288 片　岡　正　樹 札幌市
13289 加　納　　　元 ヤキオレ会
13290 坂　下　智　哉 札幌市
13291 多　田　信　人 コタサカ
13292 河　村　英　文 東京都
13293 高　村　義　裕 東京都
13294 小　野　武　靖 タケヤス倶楽部
13295 高　椅　信　義 札幌市
13296 高　地　　　猛 ＴＥＡＭ２８
13297 小　山　雅　弘 東京都
13298 山　下　雄　三 札幌市
13299 山　崎　　　剛 愛媛県
13321 小　川　正　記 日本公庫
13322 山　形　幸　司 奈井江町
13323 安　部　和　秀 神奈川県
13324 福　井　健　人 佃パレスクラブ
13325 小田島　岳　史 札幌市
13326 長　尾　隆　広 札幌市
13327 野　口　裕　晃 チーム千鳥足
13328 平　松　晋　一 北大ホッケー
13329 中　尾　雄　輝 アウトランナー
13330 田　村　栄　二 クリオネ
13331 石　川　和　彦 チームおぷたて
13332 清水頭　　　徹 札幌市
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13333 飯　田　正　生 東京都
13334 平　松　恒　雄 かめかめクラブ
13335 大　谷　優　仁 帯広市
13336 美濃輪　英　明 ĀＣさんむ
13337 町　谷　好　隆 東京都
13338 中　澤　　　務 ＲＵＮにゃ～ず
13339 堀　川　　　徹 日立ＧＥ
13340 城　　　宏　之 遊岳荘ＲＴ
13341 尾　崎　剛　寛 江別市
13342 和　田　晃　明 石川県
13343 久　保　博　一 ちゅんちゅん会
13344 松　澤　仁　志 千歳市
13345 山　下　展　弘 札幌市
13346 岡　田　正　志 ディヴェロップ
13347 本　林　昌　樹 愛知県
13348 高　橋　敏　彦 ＲＵＮＪＯＫＡ
13349 大　西　孝　幸 兵庫県
13350 升　田　憲　次 大阪府
13351 星　　　耀　介 東京都
13352 高　橋　慶一郎 東京都
13353 渡　邊　悠　貴 東京都
13354 大　原　知　廣 旭川市
13355 泉　　　直　良 千葉県
13356 中　橋　朋　彦 大阪府
13357 山　本　泰　弘 Ｔｅａｍ８２１
13358 岡　本　真　英 兵庫県
13359 長　嶺　浩　人 遊岳荘ＲＴ
13360 千　葉　勇　希 沖縄県
13361 平　野　高太郎 東京都
13362 池　内　道　広 ＢＢＤＯＪＷ
13363 中　上　　　充 剣淵町柔道協会
13364 楠　本　真太朗 東京陸協
13365 石　井　　　泉 前田建設
13366 篠　原　陸　斗 札幌市
13367 石　川　　　誠 札幌市
13368 金　子　知　拓 麺屋とも
13369 津　島　篤　哉 Ｃ２１Ａハウス
13370 笠　井　真　二 江別市
13371 高　橋　雄　太 札幌市
13372 等々力　順　祐 札幌市
13373 笠　井　雄　二 札幌市
13374 長谷川　隆　行 芦別市
13375 高　瀬　敬　史 京都府
13376 中　條　洋　介 札幌市
13377 杉　山　佳　生 資生館小ミニ児
13378 田　中　　　修 赤レンガ走友会
13379 西　田　圭　太 愛知県
13380 有　田　智　昭 東京都
13381 伊　藤　大　貴 札幌市
13382 加　藤　宏　一 札幌市
13383 吉　海　　　達 福岡県
13384 土　屋　俊　亮 赤レンガ走友会
13385 西　谷　真　吾 チームぷっ
13386 小　野　政　幸 神奈川県
13387 石　隈　繁　伸 福岡市役所
13388 及　川　敬　史 札幌市
13389 藤　田　和　吉 北海道庁
13390 池　田　真　一 鹿児島県
13391 水　野　陽　平 岐阜県
13392 山　内　城　治 キラーホエール
13393 梅　元　英　樹 兵庫県
13394 伊　藤　潤　一 神奈川県
13395 加　藤　民　幸 東京都
13396 山　口　勝太郎 苫東石油備蓄
13397 山　﨑　洋　紀 ねぎぼーず
13398 齊　藤　健　司 居酒屋そら家
13399 中　山　勝　廣 ｒｕｎ札幌
13400 柳　沼　　　忠 ＴＢＤ
13401 榊　　　　　博 札幌市
13402 西　田　勝　彦 東京都
13403 杉　浦　　　長 山梨県
13404 大　谷　　　学 東京都
13405 末　田　公　也 福岡県
13406 末　田　翔　大 福岡県
13407 早　川　　　諭 北見市
13408 河　原　昌　紘 東京都
13409 高　堂　正　雄 神奈川県
13410 大　島　之　和 大阪府
13411 久保田　淳　司 ＤＲＥＡＭ
13412 音　川　直　也 中標津町
13413 石　黒　　　勲 札幌市
13414 井　出　太一朗 東京都
13415 岡　本　　　勉 函館市
13416 西　山　知　宏 旭川市
13417 建　部　潤　自 高聾ＲＣ
13418 大　石　幸　範 東京都
13419 杉　浦　隆　之 愛知県
13420 佐　藤　勇　輔 じゃがどん
13421 西　岡　寿　行 中村建設（株）
13422 深　井　啓　佑 愛知県
13423 佐　藤　正　幸 札幌市
13424 須　山　隆　正 東京都
13425 鈴　木　健　秀 小樽市
13426 荒　木　裕　貴 旭川市
13427 清　水　俊　吾 神奈川県
13428 佐　藤　秀　吾 ノースディテー
13429 前　田　善　廣 栃木県
13430 王　　　倩　楠 新潟県
13431 串　田　光　隆 くまげらの会
13432 こにし　くにかず かぶとがに
13433 佐　藤　靖　典 ３ｒｄＷｉｎｄ
13434 中　川　庄　正 あびー
13435 伊勢家　勝　正 伊勢屋ＲＣ
13436 古　谷　一　夫 清里ＦＲＦ
13437 石　田　元　孝 大阪府
13438 宮　川　進　吾 中山組ＲＣ
13439 奥　山　健　次 あるこ鍼灸院
13440 佐　藤　陽　一 チームひとり

13441 神　村　慎一朗 札幌市
13442 前　田　憲　夫 福岡県
13443 村　山　信　也 福岡県
13444 尾　崎　　　守 江別市
13445 伊　藤　俊　之 名寄市
13446 前　田　真　志 恵庭柏陽中ＲＣ
13447 宮　島　　　真 ｂｅｓｔ
13448 片　平　英　樹 美幌町
13449 嶋　田　秀　平 札幌市
13450 石　川　敬　人 札幌市
13451 吉　田　　　雅 埼玉県
13452 平　田　俊　二 日本国土開発
13453 堤　　　一　哲 サロマンズ
13454 伊　藤　孝　浩 麻生病院
13455 石　川　和　孝 東京都
13456 落　合　英　男 チームマグナム
13457 谷　　　直　哉 兵庫県
13458 庭　田　靖　之 愛知県
13459 安　藤　　　健 札幌市
13460 仁多見　　　龍 札幌市
13461 稲　次　秀　弥 札幌市
13462 木　場　敏　文 東京都
13463 鈴　木　秀　之 大空町議会
13464 鈴　木　豪　太 小樽商科大学
13465 加　藤　　　優 横浜市陸協
13466 髙　崎　雅　人 兵庫県
13467 中　川　一　伸 ＣＴＪ
13468 柴　尾　英　樹 東京都
13469 槙　納　秀　美 平野の会
13470 矢　倉　武　蔵 マラソン部
13471 長　祖　慎　司 美唄市
13472 佐久間　義　人 檜山教職員ＲＣ
13473 佐　野　賢太郎 大月走友会
13474 坂　東　　　興 東京都
13475 室　　　徳　治 日高町
13476 菊　地　良　幸 帯広市
13477 鈴　木　真佐美 ニコニコ
13478 蝦　名　眞　人 Ｔ　アスリート
13479 七　戸　　　司 カタツムリＡＣ
13480 里　原　弘　敏 ダイワハウス
13481 田　中　慎一郎 佐賀県
13482 熊　井　優　人 松井内科医院
13483 中　丸　雅　剛 千葉県
13484 近　江　　　聡 ラーメン紫雲亭
13485 米　塚　正　人 青森県
13486 須　長　洋　平 埼玉県
13487 小　木　敏　郎 札幌市
13488 小野崎　　　誠 王子製紙ＡＣ
13489 加　藤　　　学 麻生整形外科
13490 椿　　　隆　幸 つばき歯科医院
13491 劉　　　俊　晟 東京都
13492 本　郷　　　浩 ハチトラ
13493 田　染　元　秀 株式会社カネカ
13494 西　山　　　慶 株式会社カネカ
13495 曽　我　峰　樹 愛知県
13496 菊　池　広　行 千葉県
13497 豊　田　雅　宏 マキタ設計
13498 外　山　賢太郎 新札幌ＲＣ
13499 真ケ口　忠　義 札幌市
13500 明　石　　　渉 三ツ野薬局本店
13501 近　藤　啓　一 神奈川県
13502 有　田　史　則 札幌市
13503 須　田　信　明 札幌市
13504 川　嵜　　　浩 愛知県
13505 佐　藤　晃　一 札幌緑花会
13506 山　形　有　文 札幌市
13507 藤　嶺　和　隆 札幌市
13508 箕　迫　義　人 札幌市
13509 梅　田　正　之 道南ＲＣ
13510 辻　　　芳　一 置戸町
13511 五十嵐　　　潤 札幌市
13512 原　　　光　秀 小林舞台システ
13513 小　林　敏　恒 べーちゃん
13514 川　元　徳　彦 大阪府
13515 佐　藤　裕　之 八雲町
13516 佐　藤　頼　光 江別市
13517 原　　　英　二 徳島県
13518 服　部　直　樹 千歳第一病院
13519 福　丸　文　夫 札幌市
13520 澤　　　康　幸 札幌市
13521 高　橋　正　明 そーゆーかい
13522 難　波　寛　久 神奈川県
13523 溝　上　資　朗 東京都
13524 庄　田　裕　明 札幌市
13525 松　浦　直　人 札幌市
13526 笹　岡　新　二 なし
13527 内　山　岳　志 中標津１２楽走
13528 三　上　達　也 北見市
13529 小　林　一　彦 兵庫県
13530 佐　藤　宏　道 茨城県
13531 仲　野　浩　司 長野県
13532 八　柳　貴　行 札幌市
13533 大　橋　守　人 北大ホッケー部
13534 堂　　　真　道 どう歯科
13535 徳　山　喜　保 愛知県
13536 大　竹　健　二 長野県
13537 伊　藤　　　徹 江別市
13538 武　山　泰　士 ポリテク北海道
13539 岡　崎　雅　広 札幌南ＲＣ
13540 三　好　孝　志 愛媛県
13541 坂　井　真　一 大阪府
13542 鈴　木　夏寿樹 北広島市
13543 山　田　　　寿 長沼町
13544 市　川　了　次 神奈川県
13545 古　田　都　彦 札幌市
13546 松　本　隆　雄 マッチＲＣ
13547 上　野　拓　郎 Ｅ－ｌｉｎｅ
13548 森　野　聖　次 広島県

13549 伊　藤　才　二 ＡＯＢＡ
13550 福　本　　　明 沖縄県
13551 五　島　　　秀 ゴシマレイネツ
13552 ガンボルト　アンフバヤル ゴシマレイネツ
13553 大　野　光　二 札幌市
13554 青　木　利　治 東京都
13555 精　進　芳　和 札幌市
13556 鎌　田　　　進 ビックロード
13557 小　寺　隆　弘 グラッド
13558 中　道　正　樹 栃木県
13559 池　田　光　良 学遊会
13560 長谷川　香　織 紋別市
13561 中　塚　敏　朗 釧路市
13562 渡　辺　昭　男 北電興業ＯＢ
13563 高　田　則　昭 東京都
13564 市　川　幸　次 ＮＰＯ富士山ク
13565 麦　島　卓　也 岐阜県
13566 島　　　　　剛 徳島県
13567 山　崎　成　夫 札幌市
13568 矢　後　　　等 矢後ジャパン
13569 川　田　卓　司 札幌国際情報高
13570 春　木　雅　人 春木設計事務所
13571 前　澤　敏　行 桜修館
13572 平　野　　　透 札幌市
13573 青　山　征　史 千葉県
13574 鶴　田　建　二 株式会社明治
13575 八　代　紀　裕 キムラ
13576 遠　藤　彰　一 札幌市
13577 比留間　光　一 ほくでんＲＣ
13578 三　上　　　哲 札幌市
13579 中　村　聡　志 京都府
13580 米　田　健　三 大阪府
13581 永　長　真　二 豚汁グラブ
13582 江　口　方　朗 宮崎県
13583 瀬　尾　晃　司 大阪府
13584 日　置　康　則 ＮＸ
13585 村　井　宏　行 クワザワ
13586 古　西　宏　治 札幌市
13587 大　谷　賢　一 北海道銀行
13588 永　渕　拓　二 札幌市
13589 森　浦　伸　行 札幌市
13590 島　谷　善　一 札幌市役所マラ
13591 村　上　晃　史 千葉県
13592 佐　竹　正　史 大阪府
13593 佐　藤　邦　昭 札幌市
13594 石　田　　　浩 東京都
13595 田　中　　　隆 神奈川県
13596 千　田　　　琢 大阪府
13597 岡　野　晋　介 札幌市
13598 石　井　克　久 福岡県
13599 山　下　光　弘 札幌市
13600 吉　津　智　史 羊蹄会
13601 松　下　　　晃 兵庫県
13602 戸　嶋　真　志 札幌市
13603 高　橋　貴代美 チームひとり
13604 武　富　敏　郎 帯広ランナズ
13605 大　山　元　司 函館走ろう会
13606 宮　村　拓　也 札幌市
13607 尾　形　雅　弘 川前四番友の会
13608 朝　川　和　典 札幌市
13609 西　村　　　浩 東京都
13610 北　村　　　進 ▲４５６７▲
13611 長　田　幸　裕 京都府
13612 堀　　　和　樹 熊本県
13613 大　高　義　紀 渡辺ファミリー
13614 野　口　直　哉 札幌市
13615 飯　田　大　輔 テンシリカＲＣ
13616 長　南　光　浩 シロハラクイナ
13617 高　木　　　浩 札幌市
13618 今　野　崇　士 室蘭市
13619 佐久間　　　哲 ＲＩＳＥ　ＲＣ
13620 中　目　明　徳 ＦＭアップル
13621 伊　藤　　　緒 ダイダン
13622 大　内　賢　一 ＨＲＣ
13623 仙　北　拓　真 新ひだか町ＲＣ
13624 大　橋　雅　幸 札幌市
13625 小　林　哲　也 羽村市
13626 田　邉　知　行 森町
13627 野　田　　　勲 ＳＦ・管野ＲＣ
13628 藤　井　之　雅 丸越興産
13629 前　田　安　昌 佐賀県
13630 工　藤　誠　治 弘前公園ＲＣ
13631 丸　山　勇　一 北海道エネルギ
13632 杉　原　良　作 デンソー北海道
13633 二社谷　哲　久 札幌市
13634 松　本　匡　功 北見市
13635 横　塚　宣　憲 札幌市
13636 安　部　和　広 埼玉県
13637 北　嶋　太　郎 静岡県
13638 川　村　涼　平 室蘭市
13639 西　垣　啓　輔 大阪府
13640 鈴　木　英　一 うみまる
13641 樋　口　一　夫 札幌市
13642 林　　　哲　平 ＢＯＮＺ
13643 今　井　敦　史 ＢＥＡＲＳ
13644 北　崎　武　彦 ＴＯＴＯ
13645 前　野　了　宏 ナイアガラ
13646 曽　谷　崇　宏 兵庫県
13647 林　野　武　史 香川県
13648 生　駒　俊　彦 岡山県
13649 松　川　　　亨 帯広市
13650 萬　年　輝　久 タートル萬年
13651 門　司　武　夫 福岡県
13652 岡　田　隆　一 ＯＫＪ
13653 菊　地　浩　介 札幌市
13654 稲　村　弘　之 苫小牧市
13655 永　利　将太郎 ＠ＪＲＴＴ＠
13656 石　崎　　　努 医療法人萌佑会

13657 岸　　　宏　志 三菱ＵＦＪ信託
13658 楜　沢　康　博 ミルクハウス
13659 富　永　　　丈 東京都
13660 村　上　英　隆 広島県
13661 吉　川　和　昌 ハムケンＲＣ
13662 久　川　真　史 大阪府
13663 山　田　秀　明 鶴居村ＯＢ
13664 菅　原　義　人 ＪＡふらの
13665 佐々木　　　敦 スミフル
13666 尾　高　康　治 東京都
13667 坂　本　篤　哉 札幌市
13668 津　野　　　慶 北海道新聞社
13669 岡　田　浩　幸 江別市
13670 小　松　利　雄 札幌市
13671 工　藤　浩　介 中標津町
13672 小　林　正　明 ＯＭＨジョグ部
13673 黒　田　　　卓 株式会社幸和
13674 中　駄　健　二 古谷マラソンＣ
13675 遠　藤　　　健 東京都
13676 小　糸　　　光 興居島診療所
13677 仁　科　雄　策 岡山県
13678 大久保　一　美 神奈川県
13679 大　宮　祥　嗣 きらく同人
13680 小久保　太　志 牛久走友会
13681 鈴　木　基　之 クラブ佳裕麻り
13682 浜　頭　正　弘 幕別町役場
13683 山　田　直　昌 北広島市
13684 藤　沢　英　世 ことしで９回目
13685 荒　川　　　大 金閣寺フレンズ
13686 舘　野　誠　司 札幌市
13687 亀　倉　貴　浩 札幌市
13688 竹　田　正　樹 ＮＳＥ　ＲＣ
13689 深　澤　泰　郎 秋田県
13690 東　郷　芳　明 アメヤモーター
13691 引　間　　　聡 クレイジーＲ
13692 三　浦　　　功 札幌病院
13693 佐　藤　正　博 旭川ガス
13694 青　木　　　悠 聖路加国際病院
13695 三　井　　　学 ｓｐｋ
13696 藤　枝　　　聡 爆走マイペース
13697 佐　藤　一　也 東京都
13698 山　本　　　豊 カチカチ山
13699 吉　田　一　義 東京都
13700 浅　沼　佳　和 ほくでんＲＣ
13701 林　山　俊　一 札幌市
13702 渡　辺　恵　三 はらこ
13703 川　島　公　治 チームのろし
13704 佐　藤　　　圭 神奈川県
13705 野　村　　　厚 千葉県
13706 勝　田　健　彦 香川県
13707 多々見　敏　彦 クラブＲ２
13708 野　田　祥　敬 大阪府
13709 橋　浦　健　介 埼玉県
13710 明　　　誠　司 ふたばいんさつ
13711 新屋敷　高　広 札幌市
13712 中　江　　　基 亮友会
13713 岩　瀬　正　隼 富士電機
13714 山　口　雅　史 ＰＴＳ　ブレス
13715 此　松　由　浩 富山県
13716 平　賀　将　之 苫小牧市
13717 中　島　　　淳 北海道銀行
13718 高　橋　和　広 札幌市
13719 岩　井　敏　彦 ＳＺＰ　ＷＩＮ
13720 今　泉　秀　彦 石狩市
13721 太　田　雅　晴 札幌市
13722 佐　藤　祐　輔 ｂｅａｎｓ
13723 岩　本　正　則 札幌市
13724 穂　積　邦　彦 札幌市
13725 高　橋　將　人 北海道大学病院
13726 石　原　浩　幸 大阪府
13727 竹　花　　　寛 土地開発公社
13728 湯　澤　　　靖 千歳市
13729 松　井　智　嗣 大阪府
13730 南　　　秀　之 福岡県
13731 小野寺　敏　樹 ケーアンドイー
13732 松　尾　武　志 北海鋼機
13733 木　村　雅　佳 チーム木村
13734 加　藤　友　昭 クラボウ
13735 久保田　教　之 上富良野社協
13736 山　下　桂　太 ＴＭＨ
13737 門　田　邦　男 広島県
13738 武　藤　和　哉 ＢＲＣ
13739 姉　﨑　一　弥 坂町病院
13740 布　子　克　敏 パートナーズ
13741 藤　田　健一郎 岩手県
13742 牧　野　幸　雄 空知陸協
13743 石戸谷　　　巧 ＴＯＰＰＡＮ
13744 泉　　　浩　運 聖ヶ丘病院
13745 生　越　史　行 ホワイト
13746 薄　井　博　行 個人
13747 千　葉　俊　典 東川
13748 中　村　一　郎 ＫＴＣ
13749 山　崎　孝　雄 愛知県
13750 今　田　貴　弘 北海道
13751 堀　井　恒　人 明日風整骨院
13752 佐　藤　英　治 花本建設
13753 宇田川　宗　孝 神奈川県
13754 坂　本　将　司 札幌市
13755 鳴　海　裕　一 アロハスター
13756 飯　島　二　郎 チーム沼宮内
13757 岩　渕　弘　治 チームラフ
13758 黒　澤　淳一郎 しびれ隊ＥＺＯ
13759 山　下　洋　輔 札幌市
13760 大　西　章　文 札幌市
13761 田　村　弘　明 神奈川県
13762 生　島　典　明 札幌市
13763 男　澤　良　博 江別市
13764 千　葉　公　也 旭川市
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13765 青　山　直　揮 カテキソ
13766 室　井　　　剛 東京都
13767 林　　　禎　康 かまかすＲＣ
13768 池　田　保　仁 札幌市
13769 大　沼　秀　次 札幌市
13770 高　木　正　和 Ｒ　ａｎｄ　Ｏ
13771 小　林　　　啓 千歳市
13772 橋　本　昌　樹 浦人ＲＣ
13773 有　賀　武　彦 長野県
13774 坂　本　　　隆 津軽保健
13775 栗　田　寿一郎 札幌市
13776 黒　川　　　昇 北見市
13777 芝　　　　　誠 愛知県
13778 布　施　茂　登 ＮＴＴ札幌病院
13779 桑　原　　　修 ＵＲＣ
13780 吉　成　崇　秀 東京都
13781 池　田　秀　樹 北電・佐藤ＯＢ
13782 伊　東　千　隆 札幌市
13783 相　田　宗　利 ミーちゃんＲＣ
13784 田　辺　勝　義 沖縄県
13785 城　　　省　三 ＵＲＣ
13786 小　林　為五郎 旭川市
13787 田　中　太　郎 セルベッサ
13788 大久保　　　晃 （株）内田洋行
13789 田　村　政　幸 魚群
13790 大　西　完　国 東京都
13791 文　屋　　　学 あいがも会
13792 佐々木　教　雄 岩手県
13793 高　津　宏　之 岩内町
13794 荒　井　安　幸 クラＲ２東日本
13795 種　　　泰　雄 三重県
13796 西　永　貴　康 そば源三番館店
13797 新　田　眞　紀 石狩市
13798 輿　水　昌　明 赤レンガ走友会
13799 今　田　　　茂 愛知県
13800 梅　藤　裕　樹 札幌市
13801 篠　原　英　紀 埼玉県
13802 工　藤　政　広 ノーザンＲＣ
13803 齊　藤　卓　雄 ドランカーズ
13804 石　井　景　樹 札幌市
13805 畑　原　裕　司 札幌市
13806 橋　本　素　直 福岡県庁
13807 橘　　　喜　勝 水無瀬陸上部
13808 先　川　正　樹 札幌市
13809 谷　内　　　力 愛知県
13810 玉　川　浩　司 山梨県
13811 仙　波　　　崇 株式会社ヒカリ
13812 佐　藤　　　裕 北農研ＯＢ
13813 大　野　　　勲 大阪府
13814 長　田　洋　幸 五稜郭中学校
13815 石　田　匡　房 札幌市
13816 今　泉　邦　治 札幌市
13817 鈴　木　晴　夫 共栄ＲＣ
13818 広　瀬　丈　士 ＴＯＥＸ
13819 廣　瀬　隆　行 東京都
13820 野　田　　　聡 旭川市
13821 佐々木　清　人 ＳＥＴ
13822 宮　寺　伸　雄 旭川市
13823 嶋　村　嘉　高 神奈川県
13824 佐　藤　恵　洋 大阪府
13825 齋　藤　　　修 兵庫県
13826 後　藤　孝　行 チームイッパチ
13827 小　川　秀　樹 札幌市
13828 野　沢　健　一 東京都
13829 山　田　英　幸 住友生命
13830 河　野　一　郎 愛知県
13831 小　倉　一　晃 小倉歯車製作所
13832 村　上　裕　司 札幌市
13833 中　島　紀　孝 ＡＲＣ４０
13834 髙　田　元　康 函館走ろう会
13835 渡　辺　誠一郎 岩崎宏美親衛隊
13836 前　川　慎太郎 札幌市
13837 杉　本　　　修 恵庭市
13838 池　口　宗　敏 札幌市
13839 鳥　潟　　　直 新冠町
13840 米　澤　功　至 にわとりクラブ
13841 菅　原　　　洋 ｒｕｎＺｅｒｏ
13842 疋　田　　　孝 愛知県
13843 森　　　俊　文 Ｒｉｓｅ熊本
13844 沖　　　　　浩 愛媛県
13845 仲　西　浩　一 神奈川県
13846 柴　田　　　聡 愛知県
13847 芝　　　翔　大 愛知県
13848 押　切　孝志郎 幕別町
13849 高　橋　正　樹 北海道大学病院
13850 原　田　典　和 札幌市
13851 大　森　一　吉 溪和会江別病院
13852 角　田　　　晃 道マラソンク
13853 工　藤　拓　慈 留萌市
13854 大　森　聡　志 札幌市
13855 余　語　　　剛 チームＹＳＫ
13856 野　崎　沙実人 三重県
13857 内　沢　俊　文 旭川市
13858 菅　間　良　夫 穂積囃子連
13859 伊　藤　　　博 ミニ児
13860 佐　藤　房　夫 ＲＵＮＲＵＮ
13861 大　矢　文　昭 千葉県
13862 鈴　木　勝　利 道マラソンク
13863 寺　島　孝　治 札幌市
13864 堀　井　　　兼 ｅＡ愛知
13865 横　山　富　雄 旭川市
13866 大　野　　　浩 神戸市役所
13867 立　松　喜久雄 札幌市
13868 大　岡　貴　司 兵庫県
13869 橘　　　伸　也 まっかりＲ　Ｃ
13870 伊　藤　明　宏 伊達市
13871 佐　藤　一　浩 ＦＲ塾
13872 篠　崎　公弥稔 札幌市

13873 河　田　　　淳 埼玉県
13874 遠　藤　文　護 ＮＴＴアカシア
13875 近　江　若　志 ｂｅａｎｓ
13876 細　谷　明　弘 旭川市
13877 小笠原　祥　一 札幌市
13878 川　尻　泰　生 神奈川県
13879 安　井　啓　悟 輔仁会ＲＣ
13880 篠　崎　文弥稔 札幌市
13881 伊　藤　　　洋 岩見沢市
13882 砂　坂　義　則 ダイトー警備
13883 高　橋　和　志 札幌市
13884 金　澤　志　郎 爆走軍団
13885 高　久　正　義 東京陸協
13886 早　坂　　　剛 いさむＲＣ
13887 北　山　信　行 イロハナＲＣ
13888 高　野　正　昭 宮城県
13889 煤　田　英　樹 埼玉県
13890 谷　口　晶　吾 和顔愛語
13891 竹　内　隆　次 チ－ム北海道
13892 藤　井　隆　介 東京都
13893 松　本　譲　二 香川県
13894 渡　辺　竜　也 ＲＯＢＥＣ
13895 徳　永　　　剛 福岡県
13896 大　澤　利　美 ＲＵＮ－札幌
13897 尾　崎　　　貢 札幌市
13898 長　瀬　毅　彦 北開水工
13899 水　津　啓　之 京都府
13900 阿　部　有　吾 岩内町
13901 長　能　　　潔 ほくでんＲＣ爺
13902 片　倉　和　夫 千葉県
13903 星　田　　　功 明星工業陸上部
13904 大　坂　崇　徳 アーキラボＲＣ
13905 黒　石　　　健 山口県
13906 伊　藤　　　智 東春信用金庫
13907 中　神　力　嗣 岩手県
13908 田　中　洋　介 大自然
13909 西　永　和　明 ＮＴＴ東日本
13910 新　井　和　良 札幌市
13911 鷲　見　郁　宏 東京都
13912 廣　田　三智夫 東京都
13913 杉　山　元　久 東京都
13914 二　宮　幸　樹 沖縄県
13915 佐　藤　雄一郎 東京都
13916 山　口　勝　美 山口陸協
13917 菅　原　敏　光 大和ハウス
13918 相　澤　利　朗 都市開発公社
13919 亀　谷　　　博 亀ちゃん爽快
13920 伊　藤　敏　明 苫小牧市
13921 岸　野　竜　太 Ｂｒｅｅｚｅ
13922 稲　垣　一　郎 札幌市
13923 甲　　　雄　介 Ｔｅａｍ－Ｅ
13924 泉　谷　邦　夫 札幌市
13925 仲　本　杉　久 幕別町
13926 木　村　純　一 江別郵便局
13927 尾　高　慧　一 別海町
13928 米　地　　　豊 北見はしろう会
13929 亀　本　裕　之 東京都
13930 高　野　　　敦 西麻布ＫＲＣ
13931 戸　邉　和　仁 埼玉県
13932 新　田　正　美 函館市
13933 川　西　孝　司 神奈川県
13934 紺　野　　　誠 山形県
13935 打　田　俊　司 愛媛県
13936 小　暮　邦　彦 東京都
13937 松　田　日出男 青葉ヶ丘陸上部
13938 港　　　規　之 桑竹伊助応援団
13939 高　松　　　浩 芽室町
13940 秋　元　紀　幸 埼玉県
13941 上　浦　庸　司 上浦歯科小樽
13942 越　智　栄　喜 東京都
13943 酒　井　新　一 札幌市
13944 本　田　　　健 札幌市
13945 菊　地　剛　志 ＷＡＧＡＹＡ
13946 山　本　　　勉 新潟県
13947 中　村　和　貴 東京都
13948 峯　村　　　雅 カラダシフォン
13949 秦　　　耕　平 東京都
13950 中　島　直　志 迷わず行けよ！
13951 木　村　通　直 神奈川県
13952 小石川　純　司 千葉県
13953 上　田　雅　浩 十二楽走岩見沢
13954 平　山　宏　和 窓際同好会
13955 小　林　裕　明 フレアスト西
13956 百　瀬　荘太郎 ホノルルった～
13957 山　岡　武　志 苫小牧市
13958 下　原　　　浩 ＴＥＡＭ＊Ｓ
13959 樋　口　忠　夫 福岡県
13960 宮　田　　　厚 沖縄県
13961 櫻　田　　　卓 六華ランナーズ
13962 丸　山　晃　徳 足寄町
13963 古　田　尚　史 京都府
13964 宮　武　　　壽 函館走ろう会
13965 陳　　　世　康 大阪府
13966 野　田　春　夫 東京都
13967 青　山　克　巳 東京都
13968 松　宮　弘　幸 神奈川県
13969 中　村　隆　信 ハートにジーン
13970 籔　野　敬　史 和歌山県
13971 後　藤　宏　之 白い恋人たち
13972 友　廣　剛　士 小手指ＳＳＳ
13973 倉　野　伸　治 三重県
13974 片　山　圭　二 大阪府
13975 秋　山　義　浩 秋山興業ＲＣ
13976 今　井　　　満 交通安全おやじ
13977 北　野　滋　彦 東京都
13978 森　田　　　進 埼玉県
13979 尾　田　英　男 白い恋人たち
13980 東　　　吉　成 大阪府

13981 野　村　暁　男 のむらけ
13982 田　中　　　齋 三重県
13983 田　中　正　則 愛知県
13984 山　田　昌　幸 愛知県
13985 青　山　史　朗 タルタ動物病院
13986 原　田　正　宏 東京都
13987 和　野　　　曉 札幌市
13988 山　本　秀　樹 札幌伏見市
13989 土　屋　鑑　三 土屋歯科
13990 渡　辺　秀　一 札幌市
13991 横　山　忠　幸 札幌狂走会
13992 小　郷　彰　裕 大阪府
13993 寺　林　伸　政 埼玉県
13994 茂　木　智　宏 千葉県
13995 三　橋　知　央 東京都
13996 関　口　桂　介 神奈川県
13997 三　田　和　弘 神奈川県
13998 鈴　木　茂　明 よつ葉乳業
13999 清　水　大　輔 （株）鈴木商会
14000 岡　部　邦　重 （株）鈴木商会
14001 大　畑　洋　一 （株）鈴木商会
14002 石　本　　　一 出光北海道ＲＣ
14003 樋　田　俊　紀 出光愛知
14004 植　竹　勇　樹 株式会社カネカ
14005 大　西　崇　之 株式会社カネカ
14006 奥　村　憲　太 株式会社カネカ
14007 桑　原　信　泰 株式会社カネカ
14008 小　泉　純　一 株式会社カネカ
14009 小　林　拓　也 株式会社カネカ
14010 清　水　雅　大 株式会社カネカ
14011 中　澤　範　行 株式会社カネカ
14012 中　島　義　弘 株式会社カネカ
14013 西　田　喜　昭 株式会社カネカ
14014 松　下　圭　介 株式会社カネカ
14015 三　浦　大　輝 株式会社カネカ
14016 南　前　将　司 株式会社カネカ
14017 大　友　浩　幹 チーム大友
14018 大　友　祐　輝 チーム大友
14019 工　藤　詔　弥 札幌市
14020 山　下　敬　人 札幌市
14021 川　端　佑　都 札幌市
14022 高　濱　剛　司 ＡＮＡ
14023 外　山　洋　平 平和不動産
14024 入　江　健　太 三菱地所
14025 佐　藤　秀　一 （株）セコマ
14026 松　永　　　哲 ベル２４
14027 池　田　瑠　望 東京都
14028 中　西　博　隆 大阪府
14029 清　水　宏　典 サントリー㈱
14030 稗　田　　　亮 東京都
14031 國　土　貴　嗣 東京都
14032 川　端　　　航 東京都
14033 鯨　岡　　　悠 斗南ＲＣ
14035 吉　田　昂　平 東京都
14036 野　口　真　司 北海道大学大学
14037 松　本　公　三 愛知県
14038 佐　野　友　宏 愛知県
14039 一　条　昌　裕 釧路市
14040 石戸谷　　　淳 大日本印刷
14041 小　川　賢一郎 大日本印刷
14042 宇　部　正　信 大日本印刷
14043 坂　本　　　亘 北一ミート
14044 鈴　木　大　介 日立製作所
14045 田　宮　一　樹 北海道大学
14046 沖　田　恒　治 千葉県
14047 石　井　幸　司 札幌市
14048 古　川　奈　緒 神奈川県
14049 貫　井　清一郎 東京都
14050 樽　見　　　研 札幌市
14051 川　上　健　太 大阪府
14053 横　山　　　茂 神奈川県
14054 西　出　和　彦 札幌市
14055 鈴　木　陵　太 東京都
14056 小　川　世　晃 恵庭市
14057 澤　田　貴　之 札幌市
14058 浅　井　友　吾 ＴＢＲＣ
14059 三　木　貴　弘 札幌円山整形
14060 米　山　優　一 ＩＳＨＩＹＡ
14061 中　井　将　平 札幌市
14062 山　尾　修　司 札幌市
14063 徳　田　裕　輔 札幌市
14064 澤　口　孝　幸 明友堂
14065 矢　原　義　彦 ＨＥＰＴＥ
14066 河　合　　　敦 札幌市
14067 今　野　琢　郎 旭川市
14068 林　　　博　行 江別市
14069 遠　藤　洋　司 函館日吉北団地
14070 片　蓋　伸　哉 札幌市
14071 村　橋　究理基 北海道大学
14072 嶋　田　和　明 嶋田写真事務所
14073 豊　高　正　浩 札幌市
14074 田　部　敏　之 ＡＮＡ
14075 小　森　知　彦 埼玉県
14076 武　田　展　也 札幌市
14077 箱　石　文　祥 ホクレン
14078 明　石　静　流 札幌市
14079 橋　本　和　季 大日本印刷
14080 大　西　拓　海 ホクレン
14081 只　野　雄　飛 ＳＣＶＣ
14085 伊　藤　　　淳 美瑛町
14086 西　村　　　淳 札幌市
14087 森　崎　匡　一 札幌市
14088 米　原　晋　一 札幌市
14089 吉　富　一　博 栃木県
14090 辰　尾　　　剛 釧路市
14091 渡　辺　秀　雄 室蘭市
14092 山　腰　隆　樹 札幌市

14093 近　藤　峻　輔 野村證券
14094 菅　野　明　郎 ＨＲＣ
14095 吉　田　幸　喜 札幌市
14096 齊　藤　　　亮 札幌市
14097 山　本　　　浩 広島県
14098 濱　谷　親　弘 マッコとサッコ
14099 佐　藤　富　雄 札幌市
14100 石　川　忠　幸 長野県
14101 井　口　知　之 福岡県
14102 伊　藤　鉄　也 京都府
14103 坂　根　孝　司 東京都
14104 若　林　　　要 東京都
14105 松　山　　　透 札幌市
14106 石　井　英　高 ＤＡＮＲＯＫＡ
14107 高　田　芳　和 なし
14108 甲　斐　正　英 ランクルズ
14109 伊　藤　　　駿 ムラマサズ
14110 松　井　友　洋 札幌市
14111 山　上　泰　輝 神奈川県
14112 三　石　昌　人 京都府
14113 熊　川　洋　之 北一食品
14114 小笠原　裕　介 ＰｉＣａ
14115 秋　元　　　力 サタデイズ
14116 北　條　正　洋 札幌市
14117 富　澤　政　仁 アルファ健香館
14118 大　岡　慶　鑑 ＪＦＥエンジ
14119 平　野　　　誠 札幌市
14120 衣　川　佳　数 帯広市
14121 姫　松　裕　志 茨城陸協
14122 上　杉　和　正 ビルウェア
14123 中　嶋　敦　哉 兵庫県
14124 山　田　　　渉 埼玉県
14125 永　井　寿　郎 北土建設
14126 柴　崎　祐　輔 東京都
14127 宮　坂　昌　秀 ＭＡＲ
14128 藤　原　秀　樹 札幌市
14129 後　藤　礼　三 ＣｌｕｂＤｏＭ
14130 奥　出　直　生 ＳＵＦＵ
14131 佐々木　　　伸 当別町
14132 松　原　尚　之 帯広市
14133 橋　坂　力　也 札幌市
14134 嶋　中　康　晴 札幌市
14135 柴　田　　　敦 東京都
14136 原　田　貴　史 なんでやねんず
14137 藤　野　　　忠 長沼町
14138 東　　　　　学 タマ工業
14139 杉　本　太　一 愛知県
14140 余　湖　憲　宗 旭川市
14141 松　原　　　直 沖縄県
14142 奥　本　主　計 石狩市
14143 小　山　一　樹 札幌市
14144 熊　谷　勝登志 チームカイロス
14145 平　田　准　也 第一三共陸上部
14146 出　合　祐　三 遠軽町
14147 阪　　　光　平 長沼町
14148 水　野　幸　洋 札幌市
14149 大　前　慶　幸 広島県
14150 笹　本　崇　昭 新琴似中学校
14151 越　智　康　三 アンビット
14152 吉　岡　　　大 ユニコロン
14153 坂　本　龍　彦 ｃａｒｒｏｔ
14154 木　村　貴　宏 キムランニング
14155 須　藤　　　隆 札幌市
14156 小　原　雅　人 札幌市
14157 松　下　　　豪 シビルアイティ
14158 佐々木　勝　教 日医ジョガーズ
14159 高　橋　修　司 函館　侑愛会に
14160 小　林　正　太 小林正男商店
14161 川　原　龍　太 ハウジング髙橋
14162 名　波　登　帝 山形県
14163 古　田　量　紀 音更町
14164 田　中　　　亨 札幌市
14165 宮　村　　　寛 札幌市
14166 戸　田　敬　久 東京都
14167 朝比奈　　　肇 北海道大学
14168 加賀屋　佳　史 札幌市
14169 高　橋　善　宏 イスクラ産業
14170 中　路　貴　紀 札幌市
14171 佐々木　大　輔 江別市
14172 羽　田　克　夫 東京都
14173 田部井　政　明 神奈川県
14174 中　西　勇　人 札幌市
14175 加賀見　義　宣 札幌市
14176 山　本　　　徹 東京都
14177 鵜　嶌　敦　樹 札幌市
14178 萩　平　　　亨 札幌市
14179 平　野　哲　男 グリーンズ北見
14180 山　内　貴　之 芦別市
14181 石　塚　雅　信 東京都
14182 と　ぎ　琢　己 石川県
14183 神　代　　　凌 京都大学
14184 竹　野　豊　和 札幌市
14185 筒　井　勇　二 ＨＥＥ
14186 関　　　恒　慶 兵庫県
14187 谷　口　和　彦 谷口食品
14188 鈴　木　勇　雄 埼玉県
14189 三　橋　広　瑞 札幌市
14190 仲　谷　一　夫 兵庫県
14191 稲　崎　　　新 札幌市
14192 阿　部　孝　也 日税サービス
14193 長　沢　大　樹 美和電気工業
14194 瀬　野　和　希 札幌市
14195 菊　池　圭　太 札幌市
14196 佐久間　　　学 ほくでん走遊会
14197 梶　谷　光　朗 れもたるクラブ
14198 山　口　　　武 札幌市
14199 西　村　義　雄 東京都
14200 合　田　潤一郎 ランプラス
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14201 三　島　　　剛 Ｓ３Ｔ
14202 齋　藤　　　陽 目黒外科
14203 渡　辺　淳　也 恵和ビジネス
14204 北　村　光　一 山梨県
14205 山　口　善　久 ｔ．ｔｒｉｐ
14206 太　田　和　隆 東京都
14207 保　坂　弘　達 神奈川県
14208 畠　中　輝　男 東京都
14209 鹿　又　祐　司 北見酔走楽局
14210 中　嶋　和　生 愛知県
14211 畠　中　大　輝 東京都
14212 仁　木　　　亮 千葉県
14213 源　　　康　治 札幌市
14214 谷　光　一　樹 札幌市
14215 松　谷　直　樹 札幌市
14216 畠　山　直　久 兵庫県
14217 谷　口　慎太郎 東京都
14218 相　澤　亮　佑 ベストステイ
14219 野　口　佳　宏 岐阜県
14220 宮　田　純　弥 静岡県
14221 目　野　　　悟 福岡県
14222 足　利　英　俊 札幌市
14223 宮　井　賢　次 ＭＤ走友会
14224 筒　井　　　悠 札幌市
14225 岡　田　晴　樹 髙橋水産ＥＲＣ
14226 藤　本　和　久 旭川市
14227 齊　藤　文　護 北海道警察
14228 北　川　紀　洋 札幌市
14229 青　木　徹　也 東京都
14230 緒　方　康　裕 東京都
14231 田　中　英　次 札幌市
14232 石　田　翔　平 札幌市
14233 千　本　佳　佑 札幌市
14234 石　田　健　一 苫小牧市
14235 八　木　雅　裕 江別市
14236 有　馬　　　健 神奈川県
14237 及　川　泰　幸 東京都
14238 谷　口　真　彦 札幌市
14239 佐　藤　　　洋 小樽市
14240 小　玉　昭　英 札幌市
14241 蝦　名　和　人 愛知県
14242 丹　羽　　　忍 札幌市
14243 石　澤　克　典 札幌市
14244 榎　本　純　吾 明治ＡＨ
14245 湯　本　　　始 東京都
14246 横　山　知　之 レコードＲＣ
14247 登　城　靖　弘 苫小牧市
14248 清　水　洋　孝 東京都
14249 長　崎　光　良 馬場ヘッズＲＣ
14250 池　田　孝　路 ＡＣＴ　ＮＯＷ
14251 古　川　　　悌 ごきげんさん
14252 加　藤　英　二 東京都
14253 角　田　真　一 神奈川県
14254 小松崎　伸　一 茨城県
14255 築　山　智　文 愛知県
14256 松　村　　　司 東京都
14257 水　上　琢　磨 札幌市
14258 鐸　木　三　郎 大阪府
14259 岡　本　　　睦 白元アース
14260 佐　藤　浩　司 大阪府
14261 岩　見　　　聡 クレスコ
14262 上　月　　　浩 兵庫県
14263 松　尾　　　歩 ＱＣＴ
14264 森　元　　　拓 ３ｉｎ１
14265 南　部　貴　則 札幌市
14266 小　野　達　哉 旭川市
14267 佐　伯　　　晃 赤レンガ走友会
14268 小　神　暁　人 札幌市
14269 古　賀　健一郎 福岡県
14270 阿久津　和　久 神奈川県
14271 寺　村　紘　一 札幌市
14272 加　藤　博　仁 東京都
14273 高　島　　　剛 札幌市
14274 若　山　省　一 （株）幸栄工業
14275 野　口　大　輔 オーエーテック
14276 栗　山　拓　也 茨城県
14277 本　田　和　彦 快体健歩
14278 岸　波　克　夫 滝川市
14279 谷　川　智　幸 （株）ホクチク
14280 大　澤　俊　道 札幌市
14281 渡　部　貴　大 岩見沢市
14282 尾　上　雄　太 大阪府
14283 小板橋　良　太 チーム池尻大橋
14284 龍　田　昌　樹 龍田工務店
14285 村　冨　正　史 株式会社審調社
14286 竹　原　大　輔 札幌市
14287 築　山　祐　人 株式会社モロオ
14288 安　井　　　幹 札幌市
14289 西　野　圭一郎 札幌市
14290 小　林　茂　則 小川工業土木部
14291 山　田　健　人 ＨＵＣＣ
14292 古　林　　　基 北海道開発局
14293 三　瓶　卓　弥 札幌市
14294 瀬　尾　　　央 札幌市
14295 小　林　一　哉 ＰＤＣＡＲＣ
14296 弓　場　孝　紀 東京都
14297 水　門　公　成 アフロメン
14298 佐　藤　哲　憲 六華ＲＣ
14299 小　林　健太郎 札幌市
14300 梶　谷　真　史 らくらくくらぶ
14301 菊　地　隆　広 福島県
14302 築　山　良　平 ＲＲＴ
14303 寺　山　伸　一 東京都
14304 大　西　洋　介 札幌市
14305 若　山　ひろし ひよこランラン
14306 山　口　　　純 和牛を目指す会
14307 渡　部　　　勝 江別市
14308 高　島　千　敬 山口県

14309 時　田　博　之 千歳市役所
14310 中　道　康　彦 やっぱし！ゆに
14311 藤　崎　孝　雄 ダイエィテック
14312 米内山　康　嵩 江別市
14313 矢　野　秀　樹 千葉県
14314 山　口　貴　司 有）羽立工務店
14315 内　池　秀　敏 札幌市
14316 小　林　明　尚 静岡県
14317 森　　　幸　二 ウルトラ７
14318 水　村　　　瞬 札幌市
14319 影　山　雄　一 米森庭球倶楽部
14320 仁　田　耕　造 株式会社ＩＨＩ
14321 高　松　宏　行 砂川タカクン
14322 曳　野　俊　治 チームハタエ
14323 石　山　広　信 徳島県
14324 砂　野　隆　英 札幌市
14325 天　野　虎　次 札幌市
14326 濱　内　勇　一 札幌市
14327 尾　崎　威　文 ＳＳＪ
14328 安　部　勝　策 愛知県
14329 児　玉　　　敦 札幌市
14330 温　井　英　治 石川県
14331 菊　地　史　朗 札幌市
14332 手　嶋　敏　朗 帯広郵便局
14333 大　熊　天　眞 広島大学
14334 安　藤　　　格 東京都
14335 恒　本　義　幸 ゆめりあ
14336 齋　藤　祐　貴 武田薬品
14337 成　田　　　実 函館市
14338 山　本　隆　弘 札幌市
14339 上　原　康　昭 札幌市
14340 幸　地　哲　也 沖縄県
14341 宮　井　　　明 一忠うどん
14342 佐々木　修　一 幕別町
14343 砂　川　裕　亮 のぞみ野歯科
14344 田　中　友　也 札幌市
14345 加　藤　　　聡 札幌市
14346 松　井　秀　行 札幌市
14347 高　野　　　潔 神奈川県
14348 吉　田　健　二 吉田住設（株）
14349 坂　本　秀　夫 埼玉県
14350 赤　木　　　洋 東京都
14351 岡　　　和　也 医）カインド
14352 高　橋　崇　宏 宮城県
14353 伊　藤　貴　宏 標津町
14354 石　川　雄　二 札幌市
14355 山　坂　直　登 札幌市
14356 奥　村　一　慶 神奈川県
14357 布　施　　　豪 Ｋ
14358 田　中　良　基 東京都
14359 梅　原　隆　義 静岡県
14360 八　木　一　成 東京都
14361 新　田　眞　也 神奈川県
14362 加　藤　虎之介 東京都
14363 城ノ下　　　尊 愛知県
14364 ＳＵＮ　ＸＩＮ 北海道大学
14365 目　代　力　也 東京都
14366 矢　部　哲　也 静岡県
14367 神　保　和　正 静岡県
14368 川　原　真　二 徳島県
14369 三　原　三　典 北見酔走楽局
14370 菅　原　敏　幸 菅原マジック
14371 伊　藤　文　彦 アクアグレース
14372 澁　谷　智　史 滝上町
14373 大　場　康　宏 フラット
14374 富　樫　大　輔 茨城県
14375 服　部　泰　久 静岡県
14376 山　本　高　嗣 ウイング
14377 板　垣　紀　央 函館市
14378 藤　田　和　久 アトリエアク
14379 宮　崎　年　之 埼玉県
14380 柳　瀬　惇　行 札幌市
14381 和　田　哲　之 秀学セミナー
14382 安　光　健　一 上海ラン
14383 林　田　直　樹 札幌市
14384 齋　藤　直　哉 ＃北陵九山
14385 小　林　祐　介 室蘭市
14386 若　宮　悠　亮 栃木県
14387 齊　藤　達　也 埼玉県
14388 木　村　嘉　隆 北見市
14389 澤　田　裕　之 東京都
14390 三　田　悠　治 東京都
14391 吉　田　　　詳 洞爺湖町
14392 吉　田　享　平 岩岡倶楽部
14393 岩　岡　夢　貴 岩岡倶楽部
14394 野　口　忠　則 札幌市
14395 東　　　隆　徳 徳えもん
14396 宮　川　弘　明 札幌市
14397 徳　平　一　隆 兵庫県
14398 猪　口　博　文 札幌市
14399 前　田　秀　基 東京都
14400 佐々木　博　成 大阪府
14401 三　好　和　也 広島県
14402 熊　倉　拓　矢 東京都
14403 黒　島　健　嗣 沖縄県
14404 大　村　修　一 なえぼ駅前歯科
14405 杉　本　和　也 札幌市
14406 平　松　達　哉 岡山県
14407 上　原　健　二 千歳市
14408 高　橋　敏　幸 剣淵町柔道協会
14409 甲　斐　雅　規 東京都
14410 池　田　高　雄 だるま６２
14411 小　林　　　章 ビッグツリー
14412 福　井　淳　史 札幌市
14413 酒　井　栄　一 新潟県
14414 山　本　翔　治 札幌市
14415 栗　原　大　治 恵庭市
14416 五　味　　　暁 札幌市

14417 富　澤　大　和 （株）ノベルズ
14418 太　田　正　広 札幌市
14419 増　田　基　宏 三重県
14420 大　山　正　裕 タケ
14421 塩　見　勝　永 日東精工
14422 土　田　　　博 京都府
14423 笹　生　依志夫 東京都
14424 高　橋　　　孝 東京都
14425 嶋　　　伸　夫 中川ＪＣ
14426 八　幡　政　浩 札幌市
14427 岩　渕　一　歩 ノブユキヒラオ
14428 幸　尾　宇　人 札幌市
14429 山　田　博　司 旭川市
14430 小　川　純　司 登別市
14431 杉　澤　真　拡 渓和会江別病院
14432 早　坂　　　隆 札幌市
14433 遠　藤　　　高 東京都
14434 山　田　大　暁 中標津町
14435 石　井　良　和 神奈川県
14436 島　田　勝　規 旭川市
14437 植　村　尚　貴 札幌市
14438 鈴　木　健　太 東京都
14439 栢　島　淳　一 札幌市
14440 小　熊　正　伸 あおＲＵＮ
14441 佐　藤　辰　也 札幌市
14442 尾　辻　敬　広 札幌市
14443 米　田　幸　司 Ｔｅａｍ　ＮＡ
14444 青　柳　　　宏 静岡県
14445 杉　山　　　洋 ｔｍｍｆ
14446 石　渡　　　令 札幌市
14447 野　原　一　輝 沖縄県
14448 櫻　井　晃　洋 札幌医科大学
14449 上　原　修　平 札幌市
14450 泉　澤　弘一良 東京都
14451 小　口　友　明 札幌市
14452 北　村　一　将 ムラマサズ
14453 斎　藤　晃　司 札幌市
14454 森　本　　　隆 札幌市
14455 平　野　賢　一 北海道リース
14456 長　内　宏　之 六華ランナーズ
14457 黒　川　　　新 マッハＡＣ
14458 及　川　　　靖 ３ＹＡＲ
14459 開　發　　　大 大阪府
14460 大　山　紀　彦 ほくだいＡＣ
14461 菅　原　広　幸 弟子屈町役場
14462 千　葉　秋　弘 あかぐみ
14463 北　明　大　洲 大塚眼科病院
14464 茂　内　　　豊 札幌市
14465 阪　本　真　司 札幌市
14466 小　林　　　令 札幌市
14467 伊　東　勝　行 札幌市
14468 高　橋　謙　治 真狩ＲＣ
14469 中　山　孝　吉 札幌市役所
14470 佐　藤　大　介 札幌市
14471 畠　山　貴　吉 札幌市
14472 五十嵐　繁　樹 埼玉県
14473 小　塩　陵　太 愛知県
14474 佐　藤　哲　也 Ｒｉｍｓ☆ＡＣ
14475 遠　藤　将　太 小樽市
14476 今　井　常　晶 ＵＲＣ
14477 大　宮　隼　人 札幌市
14478 伊　藤　健　二 伊藤動物病院
14479 片　石　祐　一 帯広ランナーズ
14480 倉　田　昌　幸 ＰＤＣＡＲＣ
14481 賀　来　忠　寛 こんにちわーく
14482 中　松　紘　三 札幌市
14483 石郷岡　　　悟 旭川市
14484 大　澤　朋　陸 札幌市
14485 舩　山　恭　祐 札幌市
14486 岡　村　真　吾 江別市
14487 多　田　尚　弘 札幌市
14488 三　浦　晃　一 テクノス豊川
14489 本　庄　一　夫 札幌市
14490 尾　崎　正　道 三建設備ＭＣ
14491 佐　藤　裕　次 苫東石油備蓄
14492 久　我　勝　身 無し
14493 及　川　秀一郎 安平マラソンＣ
14494 熊　沢　誓　准 名寄市
14495 谷　口　敦　哉 蘭越町
14496 赤　池　章　一 赤吉ＲＣ
14497 水　谷　祐　康 大阪府
14498 畑　中　顕　嗣 札幌市
14499 高　橋　淳　一 札幌市
14500 辰　巳　英　司 桃＆椋ＲＣ
14501 原　　　宏　幸 佐倉走る会
14502 佐　藤　克　彦 旭川市
14503 真　鍋　博　規 香川県
14504 中　谷　実　孝 高校教諭
14505 高　田　寿　雄 札幌市
14506 村　山　康　介 東京都
14507 鈴　木　佳　祐 愛知県
14508 高　橋　秀　樹 ワセダクラブ
14509 杉　林　良太郎 札幌市
14510 佐　藤　富美夫 富富クラブ
14511 宮　里　和　夫 愛知県
14512 齋　藤　秀　雄 札幌市
14513 若　井　旭　人 キャンモア
14514 菊　　　正　敏 ＲＩＴＳオタル
14515 山　口　徹　也 計画エンジ
14516 竹　村　幸　二 中札内村役場
14517 杉　本　尚　紀 わたなべぱいぷ
14518 工　藤　　　潤 チームざわざわ
14519 守　實　生　士 クピド・フェア
14520 加　藤　　　愼 うな勝ＲＣ
14521 森　山　弘　樹 東京都
14522 角　谷　信　浩 札幌市
14523 森　田　　　清 神奈川県
14524 古　賀　　　努 埼玉県

14525 阿　部　一　郎 明星中学校
14526 山　手　裕　行 久留米市役所
14527 鴨　下　　　創 東京都
14528 佐　藤　　　有 旭川市
14529 三　浦　　　望 ちばりよ～ＲＣ
14530 大　和　尚　樹 南富良野独走会
14531 榎　本　広　美 ヴァンディッド
14532 林　　　一　平 小平町
14533 森　　　秀　樹 群馬県
14534 吉　岡　寛　隆 千歳市
14535 山　内　新　一 訓子府町
14536 福　地　和　範 札幌市
14537 小　林　和　裕 ＧＢＥ
14538 須　藤　伸　哉 ホリデイ
14539 木　村　勇　貴 愛知県
14540 本　谷　一　利 大阪府
14541 伊　藤　寛　剛 愛知県
14542 高　松　英　彰 札幌市
14543 川　原　啓　史 川越製袋
14544 中　村　圭　二 三重県
14545 瀬野尾　　　勇 ＤＡＳＨ＿ＲＣ
14546 永　井　正　博 マスキカク
14547 山　﨑　　　勲 北海道住電精密
14548 高　野　顕　愁 札幌市
14549 関　塚　次　郎 帯広市
14550 中　澤　正　樹 札幌市
14551 折　原　康　貴 台湾好吃放浪記
14552 加奈森　建　治 兵庫県
14553 泉　田　篤　志 千葉県
14554 高　橋　晃　一 釧路市
14555 守　屋　匡　治 トボトボＲＣ
14556 高　原　慶　伍 東京都
14557 林　　　康　雄 千葉県
14558 吉　田　和　弘 苫小牧市
14559 佐　竹　潤一郎 共栄火災
14560 三　上　宗　沢 北海道大学
14561 福　井　貴　大 札幌市
14562 大　西　晃　輔 石川県
14563 海　野　　　浩 神奈川県
14564 田　中　繁　行 岐阜県
14565 内　田　茂　博 東京都
14566 森　藤　吉　哉 札幌道都病院
14567 辻　井　将　仁 キリンビール
14568 太　田　雄　大 帯広市
14569 橋　詰　将　成 岐阜県
14570 竹　田　孝　夫 忠類ＴＲＣ
14571 水　野　宏　紀 ダイテック
14572 平　野　達　也 北見市
14573 岩　渕　哲　哉 札幌市
14574 横　山　敏　之 札幌市
14575 三　上　哲　平 キリンビール
14576 清　水　政　孝 キリンビール
14577 久　保　大　輔 厚岸町
14578 亀　田　吉　史 札幌市
14579 小千田　圭　吾 江別市
14580 桑　田　正　昭 しょうちゃん
14581 林　　　正　憲 札幌北高校
14582 中　村　真　平 富山県
14583 藤　田　宏　人 ＨＢＡＲＣ
14584 福　島　敬　紘 電通西日本
14585 風　間　龍　司 釧路町
14586 山　内　正　治 福岡県
14587 富　田　健　司 ＡＲＣ
14588 西　川　　　守 帯広市
14589 久　保　正　博 芽室町
14590 和　田　直　之 東京都
14591 稲　継　利　昭 大阪府
14592 横　山　尊　一 北大そり部ＯＢ
14593 笹　島　　　宏 ヤキオレ会
14594 金　指　裕　紀 東京都
14595 津　田　　　純 当別町
14596 平　澤　賢　人 札幌市
14597 高　橋　友　樹 岩手県
14598 廣　澤　龍　也 福井県
14599 水　沢　圭　介 北見市
14600 後　藤　　　歩 愛媛県
14601 二　村　淳　仁 野外科学（株）
14602 布　施　善　弘 札幌市
14603 清水口　卓　司 医療法人北翔会
14604 河　内　康　治 千歳市
14605 田　所　英　司 千葉県
14606 佐　藤　篤　史 ＳＭＢＣ
14607 井戸坂　昌　則 札幌市
14608 相　沢　克　明 札幌市
14609 山　田　和　裕 ほくよう保険
14610 山　田　真　聡 神奈川県
14611 竹　岡　靖　公 大阪府
14612 森　下　　　敦 愛知県
14613 山　本　　　将 江別市
14614 三　浦　快　季 宮城県
14615 前　田　智　宏 千歳市
14616 吉　渡　　　博 福岡県
14617 田　中　孝　恒 札幌市
14618 田　中　太　一 東京都
14619 大　田　悠　人 札幌市
14620 会　田　　　彰 ＲＵＮ札幌
14621 小　坂　優　太 札幌市
14622 大　野　俊　仁 神奈川県
14623 野　中　哲　昌 近畿修猷会ＲＣ
14624 石　川　将　行 美唄市
14625 脇　坂　和　順 旭川脇坂医院
14626 増　田　隆　宏 東京都
14627 齋　藤　正　孝 パーニョン
14628 藤　森　晋之介 大分県
14629 竹　村　幸　浩 ＣＯＭ６２
14630 石　田　昭　人 行動援護ＮＷ
14631 石　田　裕　司 チームそら
14632 桑　原　良　輝 杵築市
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14633 小　林　一　大 新潟県
14634 林　　　勇　樹 札幌市
14635 工　藤　智　義 旭川市
14636 大　黒　達　也 石川県
14637 中　崎　純　一 茨城県
14638 安　陪　貴　晃 福岡運輸
14639 五　島　　　賢 石川県
14640 坪　井　建　治 兵庫県
14641 長　枝　昌　彦 小樽市
14642 金　澤　紀　彦 しらかば
14643 田　辺　純　一 ミナオ・ドーレ
14644 清　水　雅　之 岩見沢市
14645 渕　野　貴　史 島松病院
14646 木　村　優　佑 マッカＲＵＮ
14647 奥　本　　　正 日本腰痛走友会
14648 原　　　哲　三 ＮＲ
14649 小　林　健　輔 札幌市
14650 有　井　英　之 札幌市
14651 作　田　浩　一 石川県
14652 西　崎　一　哉 兵庫県
14653 本　山　利　進 札幌市
14654 佐　藤　美　紀 深川第一病院
14655 芳　賀　由　治 札幌市
14656 島　野　浩　輔 神奈川県
14657 上　田　広　之 アースベッツ
14658 上　山　　　亮 札幌市
14659 伊　藤　真　吾 ムラマサズ
14660 田　畑　公　淳 札幌市
14661 熊　坂　剛　志 東京都
14662 亀　井　　　聡 札幌市
14663 久　　　正　明 古今亭ポテト
14664 川　村　秀　明 シンジェンタ
14665 塩　田　久　朗 札幌市
14666 西　川　敬　文 滋賀県
14667 小　谷　理　訓 ＨＯＰＥ
14668 依　田　卓　也 斗南病院
14669 井　勝　慎　介 札幌市
14670 茶　木　　　良 札幌市
14671 池　田　重　樹 札幌市
14672 佐　藤　　　誠 札幌市
14673 佐　藤　　　晋 ラクちゃん
14674 豊　田　裕　史 東京都
14675 鎌　田　貴　秀 札幌市
14676 間　瀬　貴　文 札幌市
14677 眞　木　哲　也 札幌市
14678 朝　倉　淳　一 十勝スカイ
14679 戸　田　英　治 じょうてつ
14680 井　上　辰　也 江別市
14681 中　田　秀　久 千葉県
14682 岡　本　英　竜 酪農学園大学
14683 服　部　壮　平 千葉県
14684 塚　田　隼　生 札幌市公務員
14685 竹　中　勝　美 埼玉県
14686 吉　田　　　新 つうけん
14687 中　尾　朋　樹 札幌市
14688 伊　能　　　晃 群馬県
14689 酒　井　健　光 札幌市
14690 平　堀　　　剛 ＨＭＣ
14691 肥　後　典　明 ルネサンス平岸
14692 畠　山　達　也 長万部町
14693 池　上　修　次 みなじいクラブ
14694 橘　　　　　薫 神奈川県
14695 山　田　大　介 ＤＲＣ
14696 野　中　隆　文 白壁経営
14697 足　立　　　誠 千葉県
14698 山　口　順　一 札幌市
14699 青　木　一　郎 大阪府
14700 石　川　敏　史 北見はしろう会
14701 吉　川　直　宏 北海道税理士会
14702 北　谷　友　嵩 東京都
14703 石　橋　義　秀 千葉県
14704 中　瀬　恒　雄 札幌市
14705 葉　　　治　廷 神奈川県
14706 北　村　秀　幸 茨城県
14707 神　田　真　介 日本放送協会
14708 松　本　修　知 愛知県
14709 大　友　　　凌 札幌市
14710 津　野　　　修 麻雀夢道場
14711 野　口　恵　司 野口建設
14712 斉　藤　祐　之 埼玉県
14713 平　山　陽　介 札幌市
14714 大　場　泰　郎 函館市
14715 上　村　敏　史 長井学園
14716 青　木　創　栄 東京都
14717 上　野　三　男 東海漬物
14718 小檜山　寛　実 江別市
14719 竹　中　信　哉 札幌市
14720 榎　本　一　之 札幌市
14721 東　　　和　彦 岡山県
14722 戸　澤　一　泰 旭川市
14723 鈴　木　貴　之 好きです美瑛町
14724 杉　林　　　司 札幌市
14725 洪　　　国　廣 兵庫県
14726 ホ　ン　シナイ 福岡県
14727 中　村　　　魁 ＮＦＳ北広島
14728 萩　原　秀　和 明治
14729 安　藤　達　哉 新篠津ＡＣ
14730 佐　藤　　　元 厚岸町
14731 玉　井　賀　行 茨城県
14732 平　井　章　仁 静岡県
14733 菅　原　秀　一 札幌市
14734 高　橋　　　宏 札幌市
14735 中　森　勘　太 Ｓ３Ｔ
14736 山　田　尚　之 Ｓ３Ｔ
14737 山　崎　秀　行 北広島市
14738 加　藤　義　則 根室陸協
14739 小笠原　　　慎 うみしんＭＣ
14740 野　村　敏　一 神奈川県

14741 坂　井　宏　光 Ｓ３Ｔ
14742 亀　井　亮　太 東京都
14743 市　川　辰　夫 埼玉県
14744 和　田　伸　大 山陰ランクラブ
14745 柿　谷　成　彦 大阪府
14746 門　脇　　　弾 酪農大ＯＢ
14747 尾　崎　勇　紀 豚のっぽ変態
14748 佐久間　利　勝 青山表具店
14749 秋　田　智　幸 札幌市
14750 山　下　亮　輔 ビバニーベル
14751 佐　藤　　　翔 札幌市
14752 関　根　達　夫 ＮＴＴアカシア
14753 市　川　忠　宏 神奈川県
14754 小　林　　　楓 札幌市
14755 野　久　　　武 帯広市
14756 古　根　　　高 ドランカーズ
14757 太　田　寛　章 旭川市
14758 廣　嶼　孝　介 東京都
14759 佐　藤　皓　治 札幌市
14760 稲　舩　孝　之 札幌市
14761 中　村　全　宏 札幌市
14762 鶴　羽　　　順 北広島市
14763 寺　田　　　孝 千葉県
14764 江　原　一　聖 岩手県
14765 岩　城　桂　司 札幌市
14766 堀　内　大　助 大阪府
14767 杉　本　吉　孝 伊藤忠ＥＨＬ北
14768 大　野　清　一 楽苦走会
14769 福　冨　　　彰 福岡県
14770 小　原　寿　一 ＳＳＣ走友会
14771 吉　田　信　友 株式会社ＨＯＣ
14772 西　岡　　　稔 ｊｒｍｃ
14773 遠　藤　康　朗 札幌市
14774 土　屋　良　樹 札幌市
14775 貸　谷　友　一 札幌市
14776 真　島　　　徹 札幌市
14777 武　井　　　聡 東京都
14778 小　島　俊　彦 滋賀県庁
14779 矢　口　　　司 宮城県
14780 中　村　滋　映 富良野市
14781 山　崎　浩　樹 札幌市
14782 有　賀　雅　浩 神奈川県
14783 坂　本　孝　一 熊本県
14784 吉　岡　　　巌 帯広市
14785 鈴　木　勇　士 札幌市
14786 山　本　裕　士 上士幌町
14787 西　丸　聡　司 東京都
14811 富　樫　浩　一 新潟県
14812 野　田　明　誠 札幌市
14813 嵐　　　重　人 小樽市
14814 菊　地　涼　介 神奈川県
14815 金　澤　正　文 函館市
14816 今　井　雄　二 札幌市
14817 大　倉　健　児 函館市
14818 千　田　秀　昭 朝日町陸協
14819 中　島　真　悟 なまらちばりよ
14820 岡　田　　　泰 三村病院
14821 吉　田　成　孝 旭川市
14822 石　井　　　崇 神奈川県
14823 小田倉　貴　之 小樽市
14824 濱　中　聡　志 名寄市
14825 大　地　隆　志 釧路市
14826 今　川　昭　夫 札幌市
14827 伊　山　紀　道 よかにせＰＲＣ
14828 出　村　公　宏 皆んなで走ろう
14829 原　島　茂　雄 東京都
14830 山　崎　雅　教 福岡県
14831 片　桐　　　良 Ｚｅｎ走
14832 高屋敷　将　也 札幌市役所
14833 合　田　友　行 Ｓ３Ｔ
14834 野　村　悠　吏 大阪府
14835 尾　崎　智　行 静岡県
14836 江　澤　利　高 東京都
14837 武　内　芳　樹 京都府
14838 坂　上　公　啓 チームＧＯＧＯ
14839 水　野　雅　史 苫小牧市
14840 堀　　　知　良 札幌市
14841 成　瀬　陽　介 愛知県
14842 長谷川　勝　巳 コメリ
14843 間　　　　　忍 札幌市
14844 大　平　忠　輝 札幌市
14845 市　澤　　　学 札幌酒精工業
14846 海老子　達　也 ＤＳ
14847 佐　藤　　　誠 （株）モノリス
14848 東海林　正　彦 遠軽自衛隊
14849 寺　島　浩　樹 中富良野町
14850 遠　藤　裕　人 東京都
14851 田　中　　　亮 札幌市
14852 高　山　尚　樹 東京都
14853 森　本　夏　海 東京都
14854 黒　岩　二三男 ＡＧＲＩ
14855 城　田　祐　輔 札幌市
14856 上　村　晃　三 千葉県
14857 平　野　友　和 石川県
14858 木　下　　　允 チーム社協
14859 西　村　　　浩 神奈川県
14860 堀　越　　　秀 札幌市
14861 酒　井　辰　生 札幌市
14862 福　原　成　裕 旭川市
14863 松　野　哲　也 群馬県
14864 牧　野　正　美 朝日生命札幌
14865 更　科　宏　明 トライ
14866 寺　島　雅　徳 札幌市
14867 會　田　克　之 札幌市
14868 南　部　英　則 ＪＯＹＦ富良野
14869 布　野　良　徳 西御料地小
14870 日　髙　謙　太 芽室町
14871 横　関　奈保人 札幌市

14872 高　沢　直　樹 愛知県
14873 森　　　大　介 札幌市
14874 伊　藤　孝　一 曽我牧場（株）
14875 筒　井　範　浩 東京都
14876 影　内　聡　志 東京都
14877 佐　藤　宏　樹 大樹町
14878 伊勢谷　祐　紀 札幌市
14879 大　石　浩　史 北見市
14880 関　谷　光　一 神奈川県
14881 鈴　木　健　治 福岡県
14882 煙　草　修　行 兵庫県
14883 土　屋　祐　輝 Ｓ３Ｔ
14884 高　橋　　　学 石狩市
14885 山　崎　幸　悦 札幌市
14886 舟　戸　克　浩 （株）オカモト
14887 金　森　　　淳 兵庫県
14888 小　島　由　幹 愛知県
14889 高　橋　一　行 ししゃもクラブ
14890 原　田　功　貴 東筑ラン倶楽部
14891 永　水　嘉　宏 京都府
14892 星　　　直　輝 札幌市
14893 小　田　賢　一 帯広市
14894 櫻　田　尚　志 神奈川県
14895 樋　爪　雄　二 音更町
14896 小　磯　順　也 青森県
14897 小野寺　宏　二 道北イーグルス
14898 児　玉　春　己 札幌市
14899 小　俣　勇　真 札幌市
14900 前　北　晋　司 ＨＰＲＣ
14901 森　口　尚　治 大阪府
14902 安　念　和　泰 音更町
14903 田之畑　　　忠 デサント
14904 三　上　晃　典 雅司ナイトラン
14905 江　屋　一　洋 札幌市
14906 中　川　　　基 札幌市
14907 中　家　和　宏 ＭＭナイトラン
14908 永　尾　公　敬 クロバー
14909 小　磯　勤　哉 ＴＡＫＵＭＩ
14910 渡　辺　定　之 神奈川県
14911 渋　谷　正　明 札幌市
14912 美　馬　伸　隆 札幌市
14913 村　川　幸　則 大阪府
14914 宮　本　直　哉 千葉県
14915 横　尾　光　秀 東京都
14916 堀　川　世志人 札幌市
14917 山　根　久　使 大阪府
14918 李　家　　　康 北海道大学
14919 櫻　井　一　志 札幌市
14920 守　田　泰　広 東京都
14921 広　石　良　雄 花萌えの街
14922 佐　藤　文　生 札幌市
14923 増　田　健　治 ますだ鍼灸院
14924 蝦　名　孝　文 道マラソンクラ
14925 鈴　木　　　功 ドリンカーズ
14926 藤　田　昌　弘 クラブかもい
14927 阿　部　瑞　喜 群馬県
14928 片　庭　　　將 片庭整骨院
14929 大　森　武　治 舌好調
14930 池　田　孝　司 屯田ブリザード
14931 増　田　　　稔 埼玉県
14932 神　田　信　司 かんだ生花店
14933 高　田　隼　也 オン・ジャパン
14934 湊　川　英　樹 札幌市
14935 貝　田　達　朗 札幌市
14936 石　倉　善　和 札幌市
14937 津　田　尚　樹 興部町
14938 前　田　健　次 広島県
14939 鈴　木　晴　彦 札幌市
14940 阿　部　　　亨 ＧＭ建機リース
14941 片　野　俊　英 かっぱちゃん
14942 大　橋　英　治 静岡県
14943 髙　木　宏　充 恵庭市
14944 長　嶋　勝　一 神奈川県
14945 小　原　正　樹 愛知県
14946 鎌　田　拳太朗 ビバニーベル
14947 原　島　優　弥 埼玉県
14948 三　室　直　之 札幌市
14949 岡　田　　　弘 神奈川県
14951 志　田　福　二 走禅会
14952 出　口　正　明 大阪府
14953 山　崎　　　忍 青森県
14954 三　浦　　　亨 札幌市
14955 田　村　雅　之 りょうしょう
14956 董　　　亦　倫 札幌市
14957 大　沼　　　樹 札幌市
14958 土　田　　　翼 東京都
14959 斎　藤　　　淳 山形県
14960 土　橋　祐　一 日高町
14961 沢　田　　　凌 北海道大学
14962 齋　藤　信　二 チームつる
14963 棚　池　昌　司 ＫＧセントラル
14964 髙　橋　皓　太 札幌市
14965 井　上　雅　勝 兵庫県
14966 河　合　洋　介 風恋洞
14967 野　嶋　潤　兵 札幌市
14968 加　藤　丈　典 東川町
14969 大　越　恒　平 ｓｔｍ
14970 小　澤　興一郎 東京都
14971 島　田　　　篤 長野県
14972 本　多　俊　峰 愛知県
14973 星　野　金　彦 ホシケン
14974 中　本　泰　行 兵庫県
14975 野辺地　公　則 千歳市
14976 川　崎　　　剛 長崎県
14977 松　見　　　亮 札幌市
14978 貞　廣　悠之介 小樽市
14979 本　間　清　大 室蘭市
14980 後　藤　隆　一 クラブ弩Ｍ

14981 齊　藤　康　平 宮城県
14982 髙　橋　真　二 埼玉県
14983 田　澤　悠　介 札幌道都病院
14984 平　山　健　二 熊本県
14985 松　下　秀　範 チーム松下
14986 山　田　啓　人 岩手県
14987 高　橋　雅　幸 小野幌爽遊会
14988 皆　川　　　淳 札幌市
14989 鎌　田　嘉　人 ＨＢＡＲＣ
14990 藤　井　栄　次 札幌市
14991 熊　谷　　　圭 札幌市
14992 小　林　裕　和 東京都
14993 山　口　　　医 北広島市
14994 小　林　　　豊 バーバリアンズ
14995 髙　橋　潤　平 北海道労働金庫
14996 吉　本　信　男 武田薬品
14997 田　森　航　也 東京都
14998 大　村　竜　彦 札幌市
14999 久　末　正　晴 麻布大学
15000 増　川　　　拓 北海道みらい
15001 井　上　武　雄 ハーブ穴の川
15002 力　石　康　博 釧路市
15003 伊　藤　大　輔 札幌市
15004 今　井　貴　敬 函館市
15005 柏　瀬　祥　一 埼玉県庁
15006 佐　藤　聡　亮 札幌市
15007 安　藤　　　望 岐阜県
15008 佐久間　　　学 Ｓ３Ｔ
15009 宮　武　正　治 札幌市
15010 小田代　唯　人 札幌市
15011 野　原　康　一 オリゴノール
15012 工　藤　英　太 札幌市
15013 二本柳　恵　三 青森県
15014 舘　田　匡　史 協栄会計
15015 三　浦　義　博 札幌市
15016 関　根　　　章 静岡県
15017 森　田　尚　樹 札幌市
15018 杉　山　　　真 中標津十二楽走
15019 佐　藤　嗣　紀 宮城県
15020 目　谷　要　介 札幌市
15021 原　田　大　聖 あたしん家
15022 西　邑　陽　平 札幌市
15023 木　村　　　巧 青森県
15024 小　山　　　凌 札幌市
15025 高　橋　辰　徳 新篠津村
15026 小　原　　　浩 札幌市
15027 松　木　知　徳 宮城県
15028 佐久間　巧　成 東京都
15029 青　木　博　人 富山県
15030 マルティネズ　ルイス 京都府
15031 川　島　康太郎 千葉県
15032 小　島　達　樹 東京都
15033 田　辺　光　夫 上風連ＡＣ
15034 川　上　秀　司 アステラス
15035 富　田　純　平 札幌市
15036 飯　田　和　樹 神奈川県
15037 木　下　　　治 鹿児島県
15038 深　田　政　之 札幌市
15039 岡　本　　　徹 京都府
15040 長　束　亮　平 和光技研
15041 櫻　井　聡　一 東京都
15042 里　山　宏　平 東京都
15043 村　松　博　史 埼玉県
15044 土　方　陸　登 札幌市
15045 加　畑　武　則 札幌市
15046 藤　原　啓　人 東京都
15047 小　島　直　樹 札幌市
15048 高比良　久　幸 長崎県
15049 金　光　聡　馬 札幌市
15050 田　中　康　文 札幌市
15051 国　分　謙　一 札幌市
15052 近　藤　　　光 埼玉県
15053 松　重　直　人 無所属新人
15054 宮　田　　　武 札幌市
15055 桑　原　重　次 福岡県
15056 田　川　裕　也 埼玉県
15057 井　上　勝　元 埼玉県
15058 千　葉　生　長 ＪＳＷ室蘭ＲＣ
15059 安　田　　　宏 風っ子ＡＣ
15060 原　田　直　基 チームひとり
15061 やなせ　けんた 札幌市
15062 原　田　柊　野 チームひとり
15063 岩　村　真　平 東京都
15064 須　永　辰　美 札幌市
15065 村　上　達　也 札幌市
15066 宮　岡　康　二 札幌市
15067 須　郷　　　豊 札幌市
15068 瀬　川　竜二郎 江別内科
15069 高　橋　茂　樹 室蘭バームス
15070 菅　谷　　　秀 神奈川県
15071 小　川　　　潔 愛知県
15072 菅　野　　　太 恵庭市
15073 原　田　祥太郎 根室市
15074 薄　井　康　輔 岩見沢市
15075 佐々木　洋　章 札幌市
15076 大　浦　永　嗣 神奈川県
15077 東　　　憲　司 あんこ子会
15078 門　野　春　佑 東京外国語大学
15079 平　野　　　嶺 東京外国語大学
15080 荒　川　颯　介 札幌市
15081 片　岡　伸　生 江別市
15082 宮　下　悠　暉 岩見沢市
15083 福　井　昌　朝 札幌市
15084 高　橋　哲　雄 千葉県
15085 中　島　智　久 長野県
15086 堀　田　拓　也 札幌市
15087 川　井　一　緒 浜頓別町
15088 大　西　　　要 ｍｋクラブ
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15089 寺　田　　　誠 神奈川県
15090 向　井　教　雄 富山県
15091 小　川　真　史 愛媛県
15092 山　田　英　幸 東京速度男子
15093 村　井　勝　利 チームメル
15094 藤　田　曜　生 九州大学病院
15095 村　田　孝　喜 八雲町
15096 田　谷　裕　仁 東京都
15097 岡　野　孝　明 ＡＵＢＥ
15098 藤　田　健　吾 札幌市
15099 鈴　木　　　覚 札幌市
15100 森久保　泰　弘 埼玉県
15101 片　山　　　拓 三重県
15102 星　野　一　也 札幌市
15103 八　幡　吉　明 ホリデイ
15104 藤　崎　計　紀 快体健歩
15105 武　　　晨　杰 東京都
15106 川　嶋　英　嗣 滋賀県
15107 横　田　高　志 札幌市
15108 岡　井　昭　憲 札幌市
15109 太　田　祐　治 広尾走ろう会
15110 佐　藤　拓　実 東京都
15111 濱　崎　　　敬 静岡県
15112 佐　藤　和　叶 京都府
15113 吉　田　克　樹 東京都
15114 西　岡　健　吾 西岡整形外科
15115 大　木　義　孝 千葉県
15116 太　田　　　明 埼玉県
15117 菅　原　謙　二 札幌市
15118 齋　藤　佑　樹 上富良野町
15119 菅　原　清　英 ＪＩＣＡ北海道
15120 小　西　芳　憲 札幌商科大ＯＢ
15121 渡　辺　一　郎 ＳＲＣ－ＦＣ
15122 小　野　昌　彦 岩手県
15123 植　田　弘　美 酪農学園大学
15124 松　岡　晃　見 百合子の子供ズ
15125 中　坂　佑　太 札幌市
15126 柴　田　　　匡 札幌市
15127 上　田　修　平 当別町
15128 中　川　和　寿 札幌市
15129 菊　地　直　之 ＮＴＴ北海道
15130 八丁野　　　裕 札幌市
15131 山　下　マウロ 札幌市
15132 引　田　次　郎 物林
15133 丹　羽　　　潤 札幌市
15134 池　田　洋　介 東京都
15135 一　宮　　　智 札幌市
15136 高　橋　拓　也 札幌市
15137 太　田　俊　幸 札幌市
15138 布　施　紀　行 富良野スポセン
15139 吉　田　希　望 ＨＯＰＥ
15140 佐　藤　秀　雄 石狩市
15141 玉　置　仁　雅 風たび
15142 伊　藤　正　教 札幌市
15143 矢加部　　　毅 大阪府
15144 井　上　勝　喜 神奈川県
15145 坂　上　文　夫 士別ハイヤー
15146 土　方　雄　一 東京都
15147 吉　田　俊　貴 札幌市
15148 渡　部　裕　二 花畔ＪＣ
15149 小野寺　隆　之 日本酒の会
15150 宮　崎　　　弘 ＳＴＶ
15151 常　岡　俊　宏 チーム女川
15152 西　山　幸　宏 三愛走飾俱楽部
15153 高　橋　　　剛 清水政史
15154 星　野　和　夫 ケーエス
15155 椎　谷　祐太郎 札幌市
15156 難　波　　　亨 日本医療大学
15157 岸　本　　　光 富山県
15158 小　山　　　凌 東京都
15159 平　野　　　淳 東京都
15160 加　藤　幸　一 和牛を目指す会
15161 有　田　浩　史 奈良県
15162 川　村　正　明 東京都
15163 広　瀬　周　俊 上富良野町
15164 梅　沢　和　仁 日本システム
15165 早　川　直　希 埼玉県
15166 細　川　久　志 広島県
15167 山　岡　篤　志 埼玉県
15168 武　田　大　樹 千歳市
15169 山　田　翔一朗 東京都
15170 奈　良　拓　耶 江別市
15171 小　林　圭　一 せめるまもるズ
15172 百　瀬　　　洋 神奈川県
15173 牛　嶋　　　寛 福岡県
15174 西　田　純　一 ＮＩＳ
15175 山　下　友　義 ＯＳＫＴ
15176 伊　藤　耕　一 エンジョイ
15177 小　塲　崇　平 函館市
15178 小　沢　智　幸 神奈川県
15179 小野寺　智　士 札幌市
15180 池　田　真　人 江別市
15181 鉾　崎　聖太郎 藻岩小学校
15182 内　山　素　宏 恵庭市
15183 池　田　健一朗 札幌市
15184 市　村　博　之 札幌市
15185 篠　原　　　拓 旭川市
15186 森　田　鋭　雄 札幌市
15187 森　本　　　晃 モロオ
15188 金　子　拓　己 北広島市
15189 赤　根　将　司 札幌市
15190 山　崎　正　史 札幌市
15191 洪　　　健　一 札幌市
15192 金　田　剛　士 京都府
15193 平清水　智　実 Ｓａｐｐｏｒｏ
15194 林　　　広　樹 赤レンガ走友会
15195 坂　田　邦　男 みぃちゃん
15196 中　川　博　行 神奈川県

15197 山　崎　　　強 神奈川県
15198 佐々木　秀　典 美唄市
15199 桃　川　晴　行 千葉県
15200 吉　田　浩　康 ジョイフルラン
15201 村　井　　　新 岐阜県
15202 小　野　道　成 的場３Ｂ岡本級
15203 松　田　哲　央 ＡＣＣＡＣ
15204 石　黒　達　也 札幌市
15205 林　　　佑　介 札幌市
15206 上　田　慧　亮 旭川市
15207 入　江　真　樹 宮城県
15208 蔀　　　克　行 札幌市
15209 大　島　佑　太 東京都
15210 竹　中　亮　輔 ろうきん
15211 西　田　浩　平 江別市
15212 鈴　木　裕　治 札幌市
15213 小　野　祐　司 静岡県
15214 福　井　宏　次 赤レンガ走友会
15215 小　林　祐　也 札幌市
15216 淋　　　義　弘 熊本県
15217 米　澤　祐　二 アフロメン
15218 池　田　忠　則 札幌市
15219 河　田　次　郎 埼玉県
15220 遠　藤　誠　美 福岡県
15221 野　中　廣　文 岩見沢ＡＣ
15222 三　谷　　　渉 北野中学校
15223 村　上　　　覚 高台公園ＲＣ
15224 向　峯　　　聖 札幌市
15225 矢　部　拓　治 新ひだか町
15226 葛　西　雄　介 札幌東豊高校
15227 難　波　名男人 名寄市
15228 大　浦　　　豊 札幌市
15229 木　村　賢　一 埼玉県
15230 澤　田　宏　平 東京都
15231 高　木　一　茂 上富　衛生
15232 神　﨑　憲　治 Ｎ．Ｒ．Ｗ．Ｃ
15233 吉　住　紀　雄 静岡県
15234 田　川　博　英 遠軽町
15235 宮　坂　　　翔 北広島市
15236 高　橋　健　伸 北広島市
15237 合　川　陽　彩 札幌市
15238 伊　藤　　　一 福島県
15239 伊　藤　　　孝 札幌市
15240 安　東　浩　史 Ｘ－Ｆｉｅｌｄ
15241 成　田　勝　志 札幌市
15242 永　多　朋　紀 札幌市
15243 内　糸　俊　男 厚沢部町
15244 佐　藤　　　健 檜山北高校
15245 並　河　拓　野 フィーリスト
15246 内　海　友　輔 東京都
15247 河　野　　　敏 ルーメンズ
15248 古　滝　　　祐 広島県
15249 高　川　正　一 ＹＥ
15250 松　村　朋　紀 石狩市
15251 三　河　省　吾 札幌市
15252 村　松　利　章 大阪府
15253 津内口　昌　紀 岩手県
15254 岩　田　和　記 札幌市
15255 佐　野　篤　志 あいがも会
15256 野　崎　晃　史 下川町
15257 似　鳥　英　司 札幌市
15258 鋸　本　光　夫 大阪府
15259 青　山　智　則 札幌市
15260 石　岡　隼　一 青森県
15261 新　保　賢　一 さくらスマイル
15262 三田村　　　健 石川県
15263 冨　樫　明　博 ＪＦ室蘭
15264 宮　野　和　哉 宮野設備
15265 小　畑　　　彰 ファミリー歯科
15266 藤　井　禎　人 日本食研（株）
15267 小笠原　寛　人 北あかり
15268 佐　藤　良　太 兵庫県
15269 酒　井　尚　郁 札幌市
15270 近　藤　健　太 石狩市
15271 金　子　寛　之 東京都
15272 瀬　沢　　　瑛 札幌市
15273 鈴　木　賢　治 市川ＭＣ
15274 北　出　聖　悟 ＪＲＨ　ＭＣ
15275 佐々木　亮　一 釧路市
15276 中　瀬　幸　二 岩田地崎建設
15277 井　上　慎　也 千葉県
15278 川　端　孝太郎 兵庫県
15279 高　橋　一　郎 岩内町
15280 山　川　雄　己 埼玉県
15281 浅　見　俊　之 走翔
15282 馬　留　康　行 ぬくぬくクラブ
15283 三ツ木　浩　一 札幌市
15284 武　田　　　泰 たけだ整形外科
15285 澁　谷　清　隆 旭川市
15286 石　田　英　之 ｎｓｋ
15287 板　倉　恒　輝 札幌市
15288 松　澤　好　隆 ＲＵＮ－札幌
15289 斉　藤　秀　司 札幌市
15290 市　川　拓　嗣 しも流
15291 岩　渕　則　広 北見はしろう会
15292 加　藤　孝　明 青空
15293 松　葉　謙　志 Ａｍａｅｎｂｏ
15294 石　山　和　孝 札幌市
15295 入　交　俊　之 富良野市
15296 根　来　真一郎 千葉県
15297 中　村　今朝良 北広島市
15298 佐　藤　　　猛 神奈川県
15299 岡　本　賢　治 東京都
15300 奥　山　和　伸 苫小牧市
15301 伊　藤　大　輔 埼玉県
15302 海老名　基　博 札幌市
15303 小　倉　俊　介 ろくさんぽ
15304 松　田　達　明 大阪府

15305 三　澤　将太朗 札幌市
15306 鈴　木　直　記 札幌市
15307 早　川　　　尚 苫前
15308 奥　村　隆　明 札幌市
15309 赤　石　裕　基 札幌市
15310 三　浦　雅　彦 チェバ神様
15311 坂　根　　　遼 神奈川県
15312 小　林　　　卓 神奈川県
15313 高　野　敏　行 札幌市
15314 千　田　俊　樹 ＮＴＴ病院
15315 福　士　雄　大 札幌市
15316 長　嶺　陽　一 横浜ＯＬＣ
15317 渡　部　裕　太 神奈川県
15318 楠　本　　　勝 岩田地崎ＳＲＣ
15319 鶴　間　尚　樹 札幌市
15320 佐　藤　　　道 道楽会
15321 青　木　裕　士 茨城県
15322 籾　山　直　樹 千葉県
15323 鈴　木　智　也 札幌市
15324 田　中　徹　雄 ほっけ同盟
15325 加茂川　城　保 神奈川県
15326 沖　山　義　徳 更別村
15327 蒔　苗　匠　馬 札幌市
15328 森　　　洸　介 神奈川県
15329 畠　山　　　陵 旭山病院
15330 加　藤　理　聖 札幌市
15331 但　田　雄　介 札幌市
15332 神　宮　泰　祐 札幌市
15333 郷　間　　　彰 ＣＦＲびわこ
15334 松　崎　一　行 チームおぐす
15335 米　田　公　治 札幌市
15336 山　田　賢　志 オーバーランズ
15337 佐　藤　岳　志 札幌市
15338 浅　野　力　哉 ＯｎＪａｐａｎ
15339 前　田　崇　行 宮城県
15340 久　保　順　孝 長野県
15341 久　米　健　夫 東京ガス
15342 野　中　啓　介 かしかしクラブ
15343 増　田　紘　人 札幌市
15344 寺　尾　太　佑 愛知県
15345 七　崎　　　航 神奈川県
15346 大　場　佳　人 千葉県
15347 佐々木　　　良 旭川市
15348 佐　藤　尊　紀 苫小牧市
15349 横　山　　　翔 赤レンガ走友会
15350 鈴　木　達　志 神奈川県
15351 近　藤　修　司 札幌市
15352 柴　　　　　勤 アートな仲間達
15353 吉　池　哲　也 長野県
15354 大和田　　　暁 別海町
15355 千　葉　崇　久 斗南病院
15356 阿　部　尚　弥 札幌市
15357 楯　石　和　久 ＫＧＥ
15358 吉　田　智　哉 札幌市
15359 上　坂　和　司 美唄市
15360 菅　谷　圭　輔 埼玉県
15361 高　橋　洋　介 札幌市
15362 満　山　幸　成 福島県
15363 神　　　秀　治 札幌市
15364 吉　田　茂　生 札幌市
15365 藤　原　亮　太 北海道ガス
15366 中　野　　　優 ＪＲ北海道
15367 神　山　佑　太 ＪＲ北海道
15368 瀧　澤　朋　宏 東京都
15369 福　島　次　雄 ＮＲＣ
15370 畑　　　昭　宇 京都大学
15371 石　井　正　治 恵庭市
15372 大　下　哲　哉 東京都
15373 磯　田　忠　道 ｐａｐｕａＲＣ
15374 宮　崎　陵　平 札幌市
15375 安　沢　孝　敏 完璧超人
15376 茂　木　宏　樹 八雲町
15377 鍋　田　哲　朗 埼玉県
15378 菊　地　　　匠 帯広市
15379 畑　野　和　宏 遠軽高校山岳部
15380 記　内　　　崇 北広島市
15381 須　田　紘　司 江別市
15382 八木野　　　学 パナソニック環
15383 蛯　名　勇　太 大阪府
15384 田　外　貴　大 新冠町
15385 船　越　卓　志 岡山県
15386 森　　　英　樹 ゆり＆けんた
15387 久　保　隆　弘 札幌市
15388 西　山　裕　能 札幌市
15389 古　賀　智　明 札幌市
15390 池　田　伸　一 チーム八幡
15391 弥　浦　壮　太 札幌市
15392 飯　塚　涼　太 東京都
15393 山　本　純　平 千葉県
15394 佐　藤　　　崇 札幌市
15395 後　藤　大　地 熊本県
15396 猪　原　敬　義 釧路市
15397 原　尾　浩　平 千歳市
15398 三　浦　健　太 函館市
15399 松　浦　史　尚 札幌市
15400 堂　柿　浩　二 ＳＫＳ　ＲＣ
15401 吉　岡　寛　起 兵庫県
15402 鎌　田　正　俊 千葉県
15403 沼　田　剛　幸 焼鶏館
15404 堀　　　真　樹 北海道エネルギ
15405 内　藤　　　猛 ＢＲＣ
15406 尾　崎　孝　行 札幌市
15407 眞　田　慎一郎 埼玉県
15408 芝　池　雄　志 大阪府
15409 工　藤　雄一朗 秋田県
15410 松　田　慶一郎 新ひだか町
15411 高　山　博　夫 東京都
15412 鈴　木　昌　晴 静岡県

15413 矢　野　　　尊 札幌市
15414 高　橋　公　男 山崎建設
15415 計　良　光　昭 はいさーい
15416 中　山　大　輔 キニキ
15417 星　野　智　史 埼玉県
15418 清　田　純　洋 札幌市
15419 村　松　元　気 留萌市
15420 河　本　佳　則 広島県
15421 江　田　靖　史 札幌市
15422 高　橋　慎　治 愛知県
15423 鈴　木　規　之 江別市
15424 小　出　哲　也 東京都
15425 岡　村　伸　幸 札幌市
15426 清　水　隆　史 札幌市
15427 山　内　聡　哉 札幌市
15428 千　葉　俊　明 大阪府
15429 品　川　慶　介 札幌市
15430 依　田　泰　知 札幌市
15431 小　出　智　久 江別市
15432 武　野　　　翔 東京都
15433 田　畑　優　人 札幌市
15434 高　田　正　法 東京都
15435 下　田　勇　司 亀有陸友会
15436 小　池　英　樹 インタラーケン
15437 伊　藤　　　篤 頑張れコンサ
15438 伊　藤　慎一郎 札幌市
15439 松　川　裕　一 神奈川県
15440 山　田　幸　喜 ＮＷＡＣ
15441 新　留　　　聡 走り屋連合
15442 杵　渕　英　昭 札幌市
15443 吉　川　隆　博 札幌市
15444 牧　野　啓　介 札幌市
15445 望　月　昭　雄 ＨＲＣ
15446 藤　原　大　樹 京都府
15447 吉　川　美津雄 札幌市
15448 寺　島　準　一 千葉県
15449 野　本　健　一 東京都
15450 伊　藤　義　浩 ＳＳＡＣ
15451 野　上　武　志 東京都
15452 浅　野　幹　仁 埼玉県
15453 仲　野　暁　登 神奈川県
15454 木　村　大　貴 池脇会計
15455 池　端　英　昭 北海道議会
15456 工　藤　裕　之 プルデンシャル
15457 折　居　正　広 サプライ
15458 高　井　展　行 札幌市
15459 江　良　一　成 札幌市
15460 辻　　　正　彰 札幌市
15461 嶋　田　洋　行 札幌市
15462 早　川　俊　幸 大阪府
15463 中　野　結　生 札幌市
15464 清　川　　　直 ケツメクラブ
15465 本　間　芳　典 江別市
15466 川　村　一　成 札幌市
15467 渡　邊　幸二郎 札幌市
15468 内　田　武　志 札幌市
15469 長谷川　　　傑 金沢大学麻酔科
15470 秋　元　勝　彦 札幌市
15471 板　　　真　弘 日本卓球
15472 鎌　田　哲　史 帯広市
15473 宮　嵜　章　宏 愛知県
15474 中　村　大　河 チームジュゴン
15475 坂　上　拓　輝 札幌市
15476 高　根　優　宏 旭川市
15477 柴　田　裕　司 ヨコノリＲＣＳ
15478 金　沢　颯　大 デイ生きがい
15479 佐　藤　達　也 酷道ランナー
15480 戸　来　隆　幸 札幌市
15481 髙　木　英　行 タカギジム
15482 西　崎　拓　也 札幌市
15483 金　子　省　吾 直之軍団
15484 比　島　　　諭 東京都
15485 山　村　　　祐 ウユニックス
15486 柳　沼　直　彦 福島県
15487 遠　藤　隆　三 札幌市
15488 前　田　真　一 前田
15489 古谷野　　　潤 東京都
15490 株　本　修　平 札幌市
15491 藤　田　長　悦 秋田県
15492 二　瓶　裕　行 大阪府
15493 室　賀　達　也 清水政史
15494 川　上　　　馨 新潟県
15495 野　村　朋　史 札幌市
15496 吉　田　　　凱 杣屋ＧＵＹ
15497 山　上　　　亮 東京都
15498 高　橋　和　夫 札幌市
15499 太　田　祐　司 ＨａｗｋｓＢ
15500 伊　藤　拓　也 札幌市
15501 軒　　　和　憲 深川市
15502 尭　天　克　式 徳島県
15503 田　中　博　之 札幌市
15504 山　口　宗　宏 平岡公園ＡＣ
15505 松　田　隆　宏 北見道路
15506 桑　折　　　響 江別市
15507 今　野　幸之助 大阪府
15508 福　田　　　稔 山口県
15509 田　原　知　幸 たはら家
15510 佐　藤　文　昭 札幌市
15511 友　西　辰　次 うさカメ
15512 渡　辺　聡　之 音更町
15513 倉　内　貴　裕 ＷＥＷ
15514 ストロング　ジェフリー ＷＥＷ
15515 吉　田　　　斉 大阪府
15516 上　野　雄　一 札幌市
15517 千　葉　一　樹 札幌市
15518 星　　　敬　仁 札幌市
15519 渡　辺　健太郎 栗山町
15520 村　上　陽　介 音更町
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15521 六　車　　　将 札幌市
15522 加　藤　博　貴 札幌市
15523 宇佐見　健　一 千葉県
15524 高　橋　正　明 Ｐ－ＷＯＳＨ
15525 田　中　健　太 東京都
15526 川　島　一　瑛 東京都
15527 安　部　俊　男 ＩＨＰＧ
15528 竹之下　倫　志 ＰＩＴ
15529 斉　藤　　　崇 札幌市
15530 佐　藤　　　惇 千葉県
15531 横　山　浩　一 兵庫県
15532 春　日　高　明 倶知安町
15533 吉　田　聡　史 何とか頑張れ走
15534 川　永　大　樹 浦幌町
15535 角　　　健太郎 札幌市
15536 佐　藤　和　紀 東京都
15537 岡　地　光士郎 札幌市
15538 伊佐早　健　司 神奈川県
15539 山　浦　直　樹 愛知県
15540 松　冨　亮　太 千葉県
15541 大　月　文　徳 兵庫県
15542 安　田　幸　弘 東京都
15543 伊　藤　　　傑 札幌市
15544 中　島　宏　昌 富良野市
15545 赤　谷　亮　祐 東京都
15546 強　田　健　治 大阪府
15547 船　木　崇　宏 札幌市
15548 高　橋　　　博 グッド・イナフ
15549 上　畑　孝　司 札幌市
15550 辻　　　博　及 妹背牛町山岳会
15551 堀　口　武　紘 七飯町
15552 阿　部　　　親 千歳市
15553 嶋　川　史　剛 福岡県
15554 満　武　勝　嗣 福岡県
15555 三　浦　正　大 札幌市
15556 後　藤　孝　平 東京都
15557 宮　永　弘　志 神奈川県
15558 道　崎　清一郎 東京都
15559 飛　岡　英　希 札幌市
15560 浅　井　正　裕 埼玉県
15561 緒　方　憲　保 千歳市
15562 冨　田　浩　徳 札幌市
15563 大　野　正　史 ＴＭらくちゃん
15564 上　野　明　久 札幌市
15565 谷　口　誠　一 札幌市
15566 川　上　　　徹 埼玉県
15567 ｋａｎｅｋｏ　ｓａｔｏｓｈｉ 東京都
15568 本　間　裕　人 札幌市
15569 小倉　マサタカ 善福寺Ｒｕｎ
15570 佐々木　延　彦 札幌市
15571 上　山　建　人 札幌市
15572 平　澤　　　匠 網走市
15573 鈴　木　崇　之 埼玉県
15574 城　川　和　男 札幌市
15575 後　藤　裕　一 山田産業ＡＣ
15576 小　池　正　道 札幌市
15577 奥　田　裕　太 札幌市
15578 池　田　賢　太 滝川ＢＥＥＲＳ
15579 内　海　太　輔 札幌市
15580 奥　寺　　　純 札幌市
15581 竹　中　尚　文 東京都
15582 片　岡　昭　男 札幌市
15583 杉　浦　　　徹 神奈川県
15584 後　藤　一　平 札幌市
15585 澤　井　　　馨 有惑クラブ
15586 田　中　礼　紀 札幌市
15587 亀　田　孝太郎 京都府
15588 久　富　倫　生 札幌市
15589 藤　原　英　明 札幌市
15590 神　野　尚　広 ＳＰＲ
15591 伊　藤　友　紀 札幌市
15592 小笠原　拓　摩 Ｔ９
15593 田　和　竜　太 札幌市
15594 松　田　真　司 札幌市
15595 橋　本　隆　博 東京都
15596 原　　　時　成 道マラソンク
15597 小　林　弘　一 ＴｅｘａｓＡＭ
15598 東　所　龍　世 東所家
15599 谷　山　　　章 愛媛県
15600 窪　田　寛　也 札幌市
15601 大　倉　雄　大 東京都
15602 安　藤　　　優 アーッツ
15603 岡　澤　義　隆 神奈川県
15604 小　嶋　　　淳 Ｒコンセプト
15605 長　澤　淳　二 札幌市
15606 杉　山　雄　亮 旭川市
15607 笹　木　　　大 大阪府
15608 植　木　衆　策 東京都
15609 齊　藤　孝　雄 遠軽町
15610 藤　原　有　史 恵佑会ＲＣ
15611 諸　坂　裕　矢 東京都
15612 橋　本　章　吾 ＥＮＥＯＳ
15613 井　原　正　博 ありよりのあり
15614 小　熊　芳　則 神奈川県
15615 村　田　強　士 札幌市
15616 足　立　　　誠 神奈川県
15617 瓦　吹　英　毅 札幌市
15618 菊　地　　　力 ゆっくりーず
15619 中　山　　　裕 札幌市
15620 中　田　武　志 エヌエヌ生命
15621 髙　田　翔　流 千歳市
15622 平　田　雅　俊 東京都
15623 秋　山　幸　太 富山県
15624 深　作　慶　友 旭川市
15625 藤　田　光　一 苫小牧市
15626 栗　原　陽　介 大塚製薬
15627 滝　本　匠　也 札幌市
15628 佐々木　義　紀 札幌市

15629 谷　名　公　宏 京都府
15630 三　浦　和　則 安平町
15631 多久島　裕　孝 福岡県
15632 小　枝　　　勇 王将
15633 鈴　木　　　健 國洋
15634 加　川　剛　生 千歳市
15635 村　上　　　誠 東京都
15636 尾　鷲　賢　一 札幌市
15637 瀧　川　翔　馬 札幌市
15638 神　谷　　　潔 東京都
15639 小　倉　一　樹 ＬＥＦＬＯＲＥ
15640 内　田　大　貴 札幌市
15641 浅　倉　卓　也 愛知県
15642 小野寺　啓　介 ＪＡＫ
15643 蝦　名　　　宰 埼玉県
15644 佐々木　　　歩 札幌市
15645 田　中　拓　二 永山南小学校
15646 渡　部　　　学 遠軽信用金庫
15647 小　林　久　晃 みゆきくらぶ
15648 大久保　浩　治 神奈川県
15649 寺　山　俊　之 札幌市
15650 大　川　宗　憲 札幌市
15651 岩　井　研一郎 滋賀県
15652 小　坂　聡　志 札幌市
15653 竹　村　伸　一 札幌市
15654 金　子　　　勉 紋別かいしん堂
15655 伊地智　尚　志 兵庫県
15656 齋　藤　優　人 カイトーズ
15657 齋　藤　弘　樹 札幌市
15658 熊　谷　成　晃 ＩＲＣ
15659 藤　川　　　基 札幌市
15660 吉　田　　　陸 恵庭市
15661 津　川　智　至 餃子向上委員会
15662 小笠原　克　彦 Ｏｈａｎａ
15663 小　野　大　輔 札幌市
15664 本　間　悠　平 名寄市
15665 太　田　茂　一 めとりっく
15666 工　藤　舞　音 札幌市
15667 池　田　保　一 札幌市
15668 小　林　　　稔 長野県
15669 亀　村　愛　郎 赤レンガ走友会
15670 佐　藤　　　凜 札幌市
15671 木　村　隼　人 北見市
15672 藤　村　佳　明 神奈川県
15673 市　川　雅　基 ＩＲＳＣ
15674 岩　本　良　一 ＩＲＳＣ
15675 山　田　幹　樹 札幌市
15676 坂　田　一　也 帯広市
15677 福　井　真太郎 札幌市
15678 長谷川　進　一 札幌市
15679 池　上　雅　和 札幌市
15680 北　澤　久　雄 東京都
15681 進　藤　千　宣 湖陵人３７
15682 三　澤　悠　太 千歳市
15683 田　口　圭　佑 札幌市
15684 山　岸　優　喜 遠軽町
15685 汐　見　　　凪 札幌市
15686 土　屋　亮　太 岩見沢市
15687 田　畑　幹　夫 富良野市
15688 茨　目　哲　也 函館西高校ＲＣ
15689 中野渡　季　稀 魔女宅
15690 半　澤　翔　太 旭川市
15691 越　前　光　晴 帯広市
15692 三　上　　　太 函館市
15693 桑　原　　　誠 宮崎シーガイア
15694 長　崎　　　凌 ＡＢＣＬＡＢ
15695 沼　尻　洋　行 東京都
15696 脇　山　弘　之 札幌市
15697 立　島　正　洋 道マラソンクラ
15698 宮　川　省　三 石狩
15699 関　　　友　範 大分県
15700 フェニックス　ベニー 神奈川県
15701 中　野　修　治 札幌市
15702 若　狭　　　毅 坂戸高親爺籠球
15703 知　場　義　貴 ベル２４
15704 江　部　　　陽 札幌市
15705 菅　原　利　夫 北都システム
15706 岩　井　啓　三 岩井歯科倶楽部
15707 生　井　代　次 栃木県
15708 杉　山　友　人 中標津町
15709 東海林　　　健 神奈川県
15710 佐々木　裕　一 渡辺パイプ
15711 高　橋　辰　男 ノースシティ
15712 永　井　昭　夫 ＪＲ北海道ＭＣ
15713 上　地　浩　和 沖縄県
15714 小　川　　　真 ＡＲＣ４０
15715 森　谷　　　満 北医療大病院
15716 石　田　太　陽 東京都
15717 江　川　和　宏 東京都
15718 千　葉　三樹夫 札幌市
15719 濱　田　　　淳 クエストボード
15720 大　山　　　毅 Ｆラン
15721 木　村　捷　利 倶知安楽走会
15722 井　上　郁　也 ＮＴＳコンサル
15723 京　谷　圭　祐 ＪＡ共済連
15724 武　蔵　栄　秋 ライフスポーツ
15725 菊　地　　　茂 東京都
15726 岩　永　直　義 札幌市
15727 鈴　木　勝　司 江別市
15728 中　田　直　文 加古川市役所
15729 松　本　昌　樹 札幌市
15730 阿　部　　　弘 ４４倶楽部
15731 大　島　恒　夫 札幌市
15732 松　永　益　典 東京都
15733 宇　土　　　修 つちの子
15734 黒　沼　真　志 札幌市
15735 竹　内　景　一 北海道を走る会
15736 武　田　紘太朗 千葉県

15737 栃　内　崇　義 北海道
15738 髙　橋　健　一 札幌市
15739 遠　藤　智　章 石狩市
15740 久　保　明　宏 札幌市
15741 山　本　憂　祐 旭川市
15742 栗　山　恵　二 札幌市
15743 槌　賀　貴　之 つちが歯科
15744 池　田　　　眞 東京都
15745 坂　田　道　昭 樽歯競走部
15746 伊　藤　　　力 クワザワＡＣ
15747 杉　本　俊　之 苫小牧市
15748 鈴　木　　　匠 栃木県
15749 西　山　隆　晃 東京都
15750 黒　川　正　博 ナイアガラＭＣ
15751 高　橋　　　明 札幌恵友会
15752 吉　田　　　透 ラヴィータＲＣ
15753 笹　田　善　行 福岡県
15754 三　浦　　　正 ＮＴＴアカシア
15755 菅　野　泰　幸 ハイブリッジ
15756 鈴　木　広　志 札幌市
15757 安　田　　　義 札幌市
15758 中　井　和　彦 岡山県
15759 渡　辺　義　博 茨城県
15760 坂　本　安　功 北翔支援学校
15761 加　藤　　　歩 札幌市
15762 釜　谷　良　範 紋別
15763 西　山　貴　雄 土佐ＡＣ
15764 松　山　竜　也 大阪府
15765 小　寺　信　広 埼玉県
15766 小　竹　克　美 ねつとらん札幌
15767 鈴　木　照　久 神奈川県
15768 伊　藤　宗一朗 帯広市
15769 佐々木　良　明 赤レンガ走友会
15770 中　川　　　忍 札幌市
15771 宇　梶　孝　浩 神奈川県
15772 佐　藤　洋　介 札幌市
15773 猪　俣　樹　彦 光が丘ランナー
15774 佐　藤　之　紀 弘前大学
15775 坂　本　禎　一 さつでん
15776 清　水　　　大 （有）カリス
15777 小　池　幸　男 新発田病院
15778 市　岡　喜　雄 ＴＤＳ
15779 間　戸　隆　行 石川県
15780 川　上　　　直 大阪府
15781 谷　口　和　也 アメラン部
15782 前　田　和　紀 鞄いたがき
15783 野　崎　邦　光 北海道車体
15784 須　永　幸　弘 東京都
15785 北　　　圭　一 札幌市
15786 渡　邉　俊　彦 大日本印刷
15787 藤　井　利　哉 東京陸協
15789 出　浦　博　之 埼玉県
15790 近　澤　征　樹 札幌市
15791 若　宮　敬　介 東京都
15792 滝　澤　三　郎 東洋英和女学院
15793 笠　井　　　剛 札幌市
15794 千　藤　俊　彦 シルクロード
15795 浜　松　大　輔 ほくみん
15796 伊　東　伸　介 桃太郎パトナズ
15797 高　橋　紀　充 札幌市
15798 土　田　久　幸 札幌市
15799 平　山　　　聡 北あかりＲＣ
15800 高　城　孝　義 山口県
15801 横　森　　　充 山梨県
15802 工　藤　　　司 苫小牧気分走会
15803 武　川　明　広 三樂
15804 松　木　　　新 札幌市
15805 仁　平　克　義 宮城県
15806 笹　井　大　輔 札幌市
15807 石　田　真　也 住友不動産建サ
15808 石　山　正　志 登別市
15809 曽　根　敏　夫 札幌市消防局
15810 北　林　和　則 旭川市
15811 秋　友　　　忍 大阪府
15812 菅　沼　慎　也 岐阜県
15813 吉　川　健　太 札幌市
15814 廣　瀬　　　創 大阪府
15815 渡　部　　　一 東京海上日動
15816 高　岸　　　誠 群馬県
15817 目　黒　裕　一 神奈川県
15818 笠　原　　　貴 はなぼー
15819 丸　山　孝　二 東京都
15820 中　村　匡　輝 静岡県
15821 砂　川　直　俊 のぞみ野歯科
15822 田　中　翼　守 京都府
15823 塚　本　　　寧 みきえだ歯科
15824 永　末　将　人 岡山県
15825 平　野　栄　一 愛知県
15826 後　藤　則　雄 北見市
15827 塚　西　和　人 札幌市
15828 岡　本　裕　一 コマツ
15829 三　浦　惇　生 東京都
15830 楠　山　　　聡 ＮＴＳランナー
15831 嶋　村　安　仁 神奈川県
15832 若　松　雅　人 東京都
15833 佐　藤　由　隆 札幌市
15834 荒　関　雅　人 苫小牧市
15835 山　本　健　人 札幌市
15836 葛　西　史　康 札幌市
15837 尾　矢　和　博 愛知県
15838 増　田　　　淳 神奈川県
15839 石　黒　真　司 札幌ＪＣ
15840 小　泉　弘　之 ＲＵＮ浜頓別
15841 柳　沼　秀　明 帯広市
15842 橋　本　大　志 札幌市
15843 チュン　アレン 東京都
15844 後　木　一　哉 後木工務店
15845 小　林　次　郎 ＦＯＲ

15846 福　嶋　智　徳 上新電機
15847 古　田　祐　介 愛知県
15848 河　合　宣　孝 札幌市
15849 出　口　淳　一 馬ＷＡＧＡＹＡ
15850 北　村　宗　也 札幌市
15851 青　山　欣　樹 黒ひげ海賊団
15852 桂　川　諒　大 札幌市
15853 近　野　恵　佑 金富士酒場
15854 武　藤　　　章 ユアテック
15855 松　田　　　弥 留萌振興局
15856 渡　邉　宏　之 瀬古会
15857 齊　藤　泰　弘 札幌市
15858 伊　藤　義　雄 勤医協ランナー
15859 黒　田　英　利 風っ子ＡＣ
15860 山　田　健　一 琴似中央小
15861 山　村　　　英 千葉市幕張本郷
15862 渡　辺　光　喜 クロバー
15863 原　　　規　文 ｆｒｕｎ
15864 達　川　龍　輔 標茶町
15865 荒　地　　　守 苫小牧市
15866 大　城　　　敦 神奈川県
15867 尾　上　貞　雄 滝川市
15868 片　桐　哲　人 神奈川県
15869 山　下　敦　史 東京都
15870 櫻　井　　　勉 東京都
15871 川　邊　雅　美 札幌市
15872 高　橋　良　二 武蔵野金太郎
15873 土　屋　祥　郎 壱軸倶楽部
15874 野　原　重　雄 赤羽北区志茂
15875 新　村　恭　史 ＨＩＴ＆ＲＵＮ
15876 坂　牧　政　彦 東京都
15877 中　村　光　宏 あいがも会
15878 木　村　　　豊 札幌市
15879 大　島　健　一 鷹栖町
15880 小　林　　　遥 ＫＢＨＲ
15881 佐　藤　清　勝 岩田地崎ＳＲＣ
15882 木　下　光　洋 チームまたぎ
15883 木　村　弘　治 チームまたぎ
15884 小　瀧　　　勲 札幌市
15885 竹　内　貞　志 西日本フリート
15886 冨　永　一　斗 大阪府
15887 関　根　大　貴 株式会社カネカ
15888 青　山　　　徹 三重県
15889 上　田　鋭　星 千葉県
15890 赤　木　禎　治 岡山大学
15891 内　田　芳　彦 静岡県
15892 藤　井　真　一 氣酔会
15893 大　江　正　見 おおえクラブ
15894 佐　藤　　　信 ちぃむＫ
15895 玉　木　弘　孝 たまき矯正歯科
15896 菅　原　　　崇 岩見沢市
15897 坂　　　年　純 京都府
15898 横　山　智　之 東京都
15899 稲　守　俊　宏 東藻琴
15900 横　堀　　　健 東京都
15901 西　塚　秀　明 旭川市
15902 道　浦　秀　夫 宮城県
15903 日　野　靖　幸 静岡県
15904 松　村　淳　治 神奈川県
15905 建　部　　　仁 千葉県
15906 青　木　秀　員 １０ＦＵＣＯＭ
15907 上　原　真　弘 東京都
15908 木　浪　正　敏 東京都
15909 江　口　良　太 札幌市
15910 前　川　健　二 装苑
15911 城　山　勇　治 神奈川県
15912 水　本　雄　大 北海道労働金庫
15913 澤　田　　　光 森町
15914 長　尾　昌　志 大正製薬
15915 廣　西　素　良 札幌市
15916 佐　藤　　　均 山形県
15917 栃　川　昭　憲 岩見沢市
15918 田　中　慎　介 大阪府
15919 北　出　満　利 団体職員
15920 米　田　岳　男 チームブルー
15921 根　本　　　晃 東京都
15922 佐　藤　潤　一 兵庫県
15923 石　田　一　夫 釧路市
15924 鈴　木　伸　二 江別市
15925 加　藤　友　義 札幌市
15926 横　西　正　志 石川県
15927 石　塚　　　誠 札幌市
15928 池　原　耕太郎 札幌走ろう会
15929 細　川　敏　明 ちぃむｋ
15930 北　村　晋　逸 医療センター
15931 矢　口　健　一 お祭りハンター
15932 小　田　　　悟 ＳＡＶＯＬＮＡ
15933 枡　本　弘　志 兵庫県
15934 柳　谷　博　正 北見酔走楽曲
15935 吉　川　潤　一 ＹＫＫ　ＡＰ
15936 那　和　勇　士 東京都
15937 神　農　恭　彦 神奈川県
15938 藤　島　真　人 東京都
15939 市　川　　　毅 北見市
15940 関　　　泰　彰 札幌市
15941 村　岡　隆　行 リコージャパン
15942 大　道　富士男 隊友会旭川南
15943 岩　崎　航　平 ライジング
15944 太　田　武　志 岐阜県
15945 薮山田　桂　輔 東京都
15946 小　倉　秀　彦 ４６ＡＣ．ｊｐ
15947 遠　藤　慎　悟 札幌市
15948 鈴　木　正　敏 東京都
15949 新　垣　省　一 沖縄県
15950 藤　村　海　斗 千歳市
15951 今　井　賀　昭 宮城県
15952 守　　　信　夫 南仙台走友会
15953 小　杉　正　規 苗穂ランナーズ
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15954 竹　村　九二和 札幌市
15955 武　下　文　俊 （株）武下建設
15956 藤　原　悦　史 札幌市
15957 佐々木　利　哉 函館市
15958 木　寅　洋　介 東京都
15959 川　嶋　　　修 ゆっくりーず
15960 伊　藤　　　強 大阪府
15961 山　本　健　二 日本郵便
15962 小　林　光　樹 帯広第一病院
15963 小野寺　　　隆 旭川市
15964 兼　子　泰　久 熊石中学校
15965 宮　口　　　顕 ちーむどんまい
15966 片　平　拓　磨 埼玉県
15967 柴　田　康　宏 札幌市
15968 筒　井　　　保 大阪府
15969 小　林　直　樹 ＢＳマラソン部
15970 木　山　一　成 空飛ぶ農民
15971 月　岡　大　彰 熊本県
15972 竹之内　　　勉 恵庭走友会
15973 水　上　広　美 アイワード
15974 加　藤　克　利 東京都
15975 新　井　康　雄 札幌市
15976 高　橋　正　人 熊谷組
15977 植　松　賢　治 兵庫県
15978 谷　藤　隆　司 スイケイ
15979 秋　山　秀　三 東京都
15980 山　本　寿　郎 大阪府
15981 吉　田　拓　弥 （株）鈴木商会
15982 阿　部　裕　一 株式会社カネカ
15983 大　谷　　　渡 株式会社カネカ
15984 橘　　　拓　真 株式会社カネカ
15985 濱　田　篤　志 株式会社カネカ
15986 藤　井　一　彦 株式会社カネカ
15987 山　本　大　揮 株式会社カネカ
15988 大　江　久　至 株式会社カネカ
15989 笠　井　智　行 平和不動産
15990 近　藤　大　知 平和不動産
15991 安　江　範　泰 平和不動産
15992 中　島　優　人 平和不動産
15993 岡　田　撤　夫 三菱地所設計
15994 向　川　隆　広 （株）セコマ
15995 砥　川　康　平 札幌市
15996 鈴　木　悠　太 北広島市
15997 田　中　克　樹 旭川市
15998 田　渕　　　廉 サイシード
15999 平　野　義　孝 トヨタ自動車
16000 中　澤　達　也 ５０８研究室
16001 新　納　靖　章 神奈川県
16002 峯　岸　広　貴 札幌市
16003 松　山　太　樹 大阪府
16004 一　條　健　二 大日本印刷
16005 中　沢　　　隆 大日本印刷
16006 斉　藤　公　紀 大日本印刷
16007 白　神　直　大 日本ハム（株）
16008 平　野　　　宏 チームＭ＆Ｍ
16009 田　端　祐　一 発寒小児科
16010 稲　荷　幸　太 千葉県
16011 田　中　公　之 東京都
16012 西　山　久　樹 福島県
16013 弓　削　泰　浩 恵庭市
16014 國　田　　　柊 千歳市
16015 藤　原　拓　郎 ＡＪＩＳ　ＨＯ
16016 須　佐　友　祐 ＥＳＳＣ
16017 田　森　健　一 札幌市
16018 三　村　浩　一 無
16019 松　田　忠　幸 札幌市
16020 中　西　道　岳 札幌市
16021 高　雄　文　仁 札幌市
16022 堂　本　英　男 札幌市
16023 藤　井　將　博 札幌市
16024 水　野　陽　介 札幌市
16025 安　藤　博　之 大和ハウス工業
16026 太刀川　正　祐 ホクレン
16027 田　畑　宏　司 Ｊパワー
16028 佐々木　浩　次 札幌走ろう会
16029 赤　川　隆　一 東京都
16030 横　田　和　典 千葉県
16031 田　巻　成　男 札幌市
16032 遠　藤　隆　浩 ノルディーア
16033 碓　井　忠　史 中外製薬
16034 プフカ　ミコラ Ｋｉｒｏｒｏ
16035 上　原　　　渉 岩見沢市
16036 富　永　憲　市 大阪府
16037 鈴　木　康　志 東京都
16038 奥　山　秀　樹 宮城県
16039 中　島　慎　治 札幌中央病院
16040 植　村　美　徳 士別市
16041 比留間　健　二 札幌市
16042 丸　山　真　平 愛知県
16043 吉　野　徹　夫 横浜旭走友会
16044 小　方　　　実 神奈川県
16045 渡　邉　幸　彦 札幌市
16046 岩　田　　　誠 ナイアガラ
16047 舘　山　敦　史 ボストン
16048 平　山　法　幸 ＴＵＪ
16049 老　月　和　宏 札幌市
16050 小　川　昌　紀 ｄｓｋｋ
16051 小　野　　　光 東京都
16052 近　藤　辰　哉 札幌市
16053 渡　邊　　　肇 健康一番（株）
16054 増　田　和　利 千葉県
16055 阿　部　三　男 札幌市
16056 田　村　孝　儀 エイチアイ
16057 矢　嶋　貴　之 東京都
16058 大　野　耕　一 札幌市
16059 高　橋　大　晴 高橋ダッシュ
16060 高　田　穣　需 札幌市
16061 渡　邉　圭　次 札幌市

16062 井　渓　　　陽 札幌市
16063 炭　元　伸　彦 富山県
16064 今　井　勇　太 当別町
16065 劉　　　勁　甫 広島県
16066 磯　　　哲　也 愛知県
16067 高　柳　智　朗 札幌市
16068 薄　田　治　夫 うすだ動物病院
16069 荻　原　政　明 芽室ランナーズ
16070 斎　藤　昌　幸 江別市
16071 青　山　　　巧 札幌市
16072 横　山　隆　之 札幌市
16073 高　橋　義　紀 札幌市
16074 大　井　三　郎 札幌メイツ
16075 竹　内　広　紀 埼玉県
16076 蓮　尾　公　篤 神奈川県
16077 葉　室　健　一 兵庫県
16078 志　田　　　透 東京都
16079 山　元　浩　司 兵庫県
16080 滝　川　祐　佑 札幌市
16081 長　井　樹　生 札幌市
16082 清　水　規　昭 東京都
16083 荒　谷　祐　太 江別市
16084 高　橋　徹　次 釧路市
16085 高　野　徳　明 札幌市
16086 石　井　一　己 若築建設
16087 長谷川　　　誠 千葉県
16088 木　島　直　人 東京都
16089 日　向　正　明 根室市
16090 河　合　　　晃 おれない心
16091 馬　場　貴　大 宮崎県
16092 宮　川　雄　貴 宮崎県
16093 則　竹　政　俊 埼玉県
16094 細　矢　隆　弘 札幌市
16095 振　木　正　明 三菱ＵＦＪ銀行
16096 橋　本　公　孝 福岡県
16097 吉　田　英　男 兵庫県
16098 杉　澤　謙次郎 札幌市
16099 坂　野　孝　洋 蘭越ランナーズ
16100 安　藤　徳　男 東海広告
16101 吉　田　　　充 札幌市
16102 渡　辺　敏　明 北海道
16103 髭　内　紀　幸 済生会小樽病院
16104 高　橋　周　汰 札幌市
16105 椋　平　剛　史 札幌市
16106 桝　谷　幸　次 札幌市
16107 石　應　信　隆 東京都
16108 明　永　弘　志 東京都
16109 岸　本　　　修 旭川市
16110 伊　藤　智　史 ゆうのゆう
16111 三　浦　正　貴 札幌市
16112 郡　山　俊　昭 兵庫県
16113 浦　島　　　卓 ＴＢＤ
16114 吉　田　眞　澄 三重県
16115 久　田　　　明 東京都
16116 平　石　富　茂 熊谷組
16117 水　尻　定　美 札幌市
16118 小　松　　　尚 青森厚生病院
16119 萬　　　信　彦 那珂川市役所
16120 平　井　孝　幸 愛媛県
16121 石　川　　　明 北２不動産鑑定
16122 椿　原　　　匠 チームツバタク
16123 近　藤　健　彦 物林ＲＣ
16124 竹　内　雄　太 埼玉県
16125 小　畑　和　裕 札幌市
16126 山　本　剛　士 東京都
16127 田　森　正　行 札幌市
16128 清　水　正　治 大阪府
16129 乾　　　　　豊 帯広市
16130 波　田　英　貴 ゆめのみ保育園
16131 坂　田　憲　史 ムーンレインボ
16132 栗　林　敏　行 札幌市
16133 山　本　博　文 稚内市
16134 崔　　　輝　勇 チーム千里馬
16135 洪　　　允　澤 チーム千里馬
16136 武　田　哲　夫 神奈川県
16137 深　谷　聖　一 千歳市
16138 出　井　　　裕 チーム・秀
16139 武　田　賢　也 神奈川県
16140 林　　　航　平 東京都
16141 谷　原　　　亮 ｃａｄｏｄｅ
16142 林　　　正　道 愛知県
16143 檜　山　茂　喜 白馬トレラン部
16144 山　田　竜　平 札幌市
16145 鈴　木　翔　斗 医）カインド
16146 井　川　祐　輔 岡山県
16147 宇佐美　晴　己 札幌市
16148 岡　田　尚　也 札幌市
16149 橘　高　伸　五 バブルボックス
16150 佐　藤　隆　史 土肥整形外科
16151 小　林　牧　人 十勝ＮＯＳＡＩ
16152 野呂田　　　新 釧路マラソンＣ
16153 谷　口　晃　一 たにぐち歯科
16154 増　山　照　実 コンサユニラン
16155 遠　藤　琢　磨 訓子府町商工会
16156 冨　永　義　和 埼玉県
16157 岸　山　清　隆 天塩ＲＣ
16158 菊　地　康　佑 札幌市
16159 山　嵜　信　夫 東京都
16160 久保田　政　美 札幌市
16161 高　畑　浩　之 恵庭市
16162 鎌　田　　　亮 札幌市
16163 大　部　和　弘 チームモゲージ
16164 太　田　光　明 鎌倉
16165 中　田　　　裕 東京都
16166 土　井　　　裕 銀のすず
16167 星　野　　　敦 ＨＲＣ
16168 長谷川　重　和 奈良県
16169 栗　田　雅　之 東京都

16170 大　森　郁　也 札幌市
16171 西牟田　　　仁 東京都
16172 渡　邊　勝　実 千葉県
16173 高　橋　英　樹 札幌市
16174 山　本　賢　一 帯広市
16175 石　黒　　　良 小樽市
16176 瀬　戸　茂　男 サウルスＪＰＮ
16177 松　浦　泰　大 札幌市
16178 鈴　木　満　輝 札幌市
16179 田　森　智　士 旭川市
16180 田　中　信太朗 千葉県
16181 佐　藤　忠　世 神奈川県
16182 中　島　敏　史 キタカミデリカ
16183 藤　井　　　進 長野県
16184 東　　　昌　吾 札幌市
16185 安孫子　　　勲 札幌市
16186 難　波　比呂志 札幌市
16187 岡　田　雅　彦 札幌市
16188 高　見　　　諭 ＪＳＷ室蘭ＲＣ
16189 吉　川　直　人 滋賀県
16190 松　橋　勝　人 三浦エックス線
16191 飯　塚　　　亨 神奈川県
16192 明上山　　　玄 札幌市
16193 栗　本　慣　之 広島県
16194 松　尾　幸　彦 Ｍ３Ｍ
16195 佐　藤　勝　美 室蘭市
16196 中　村　貴　修 札幌市
16197 牧　野　弘　幸 北斗市
16198 濱　口　雄　一 東京都
16199 大　下　　　勉 雄武町
16200 大和田　伸　治 札幌市
16201 淋　代　靖　人 根室市
16202 山　根　正　巳 Ｎ’ｓＦＲＣ
16203 唐　橋　健次郎 ハナ
16204 大久保　昭　男 浦河町
16205 武　藤　紹　悟 芽室町
16206 田　村　文　嗣 札幌市
16207 岩　崎　正　志 イオンラン
16208 芳　本　和　弘 雨竜町
16209 堀　口　博　史 埼玉県
16210 高　瀬　　　博 札幌市
16211 小　野　祐　輔 一管区海保
16212 吉　弘　文　人 浜益小学校
16213 露　原　　　努 音更町
16214 田　中　健　太 山口県
16215 広　島　勝　也 札幌市
16216 榎　内　保　幸 札幌市
16217 鈴　木　健　司 輔仁会ＲＣ
16218 藤　原　裕　也 東京都
16219 袴　田　　　仁 浦幌町
16220 立　花　大　希 松田整形外科
16221 佐　伯　智　也 札幌市
16222 山　澤　　　要 旭川市
16223 寺　川　宏　樹 広島県
16224 朝　倉　佑　成 千歳市
16225 山　本　良　隆 チームみそまろ
16226 吉　田　　　剛 札幌市
16227 稲　場　康　典 北広島市
16228 鳥　倉　徳　行 ルート６６
16229 柴　田　大　輔 旭川市
16230 山　木　雅　夫 無し
16231 権　田　浩　徳 愛知県
16232 鈴　木　　　康 桜木ランナーズ
16233 中　高　雅　明 神奈川県
16234 鷲　見　陽　介 江別市
16235 角　田　宗　信 東京都
16236 清　水　一　孝 新潟県
16237 遠　藤　広　之 パナソニック環
16238 玉　木　健　二 水土里の調査隊
16239 高　杉　薫　忠 （株）光和
16240 久　保　孝　行 ＵＳＡＧＩ
16241 小笠原　秀　行 ＬＩＸＩＬ
16242 浦　川　安　則 死ね死ね団
16243 浦　崎　　　真 札幌市
16244 北　村　彰　朗 愛知県
16245 太　田　耀　介 大阪府
16246 按　田　政　幸 岩田地崎建設
16247 西　田　友　博 佐賀県
16248 児　嶋　和　成 ＪＡないえＳＳ
16249 園　田　　　順 （株）アレフ
16250 川　口　　　純 埼玉県
16251 樋　口　泰　宏 札幌市
16252 小　川　　　仁 千葉県
16253 谷　　　友　和 札幌市
16254 岡　部　一　顕 神奈川県
16255 横　溝　和　美 熊本県
16256 横　溝　和　樹 熊本県
16257 小　堀　将　一 札幌市
16258 森　江　亮　介 東京都
16259 保　月　栄　一 兵庫県
16260 石　山　　　進 札幌市
16261 尾　坂　和　哉 神奈川県
16262 丹　　　久　憲 北洋銀行
16263 松　永　泰　弘 埼玉県
16264 安　部　行　雄 札幌走ろう会
16265 増　本　利　信 熊本県
16266 守　本　浩　樹 まろ吉
16267 岡　村　　　淳 ＷｅｅｄＳｐ
16268 大　西　恒　太 千葉県
16269 木　幡　麟太郎 よつ葉乳業
16270 島　　　周　平 札幌市
16271 澄　川　宗　祐 恵佑会札幌病院
16272 池　田　智　彦 ファーム
16273 今　待　賢　治 札幌市
16274 伊　藤　健　博 三重県
16275 篠　田　康　大 東京都
16276 渡　辺　孝　幸 新潟県
16277 松　本　康　孝 兵庫県

16278 中　橋　健　志 札幌市
16279 水　谷　昭　則 ヴェルデ
16280 飯　田　和　大 ウーＲＣ
16281 秋　葉　俊　樹 ぼっちランナー
16282 三　澤　信　也 札幌市
16283 矢　島　正　志 石屋製菓
16284 早　川　勝　昭 札幌市
16285 西　原　利　和 札幌市
16286 小　高　大　輔 環境省
16287 近　藤　信　博 岡山県
16288 横　田　久　俊 望洋台クラブ
16289 池　田　秀　一 新光電気
16290 上　野　幸　裕 かほまほのパパ
16291 佐　藤　秀　喜 札幌市
16292 加　藤　誠　也 加藤歯科医院
16293 明　嵐　剛　史 札幌市
16294 米　山　　　航 兵庫県
16295 尾　形　春　夫 札幌市
16296 小野田　睦　雄 ＴＤＪ
16297 瓦　井　　　清 札幌市
16298 伊　藤　裕　司 札幌市
16299 上　條　貴　大 札幌市
16300 西　川　英　明 江別市
16301 菅　野　　　亘 札幌市
16302 倉　田　光　生 日本公庫
16303 岩　谷　佳　昭 小樽市
16304 浜　田　修　司 千葉県
16305 榎　本　　　徹 奈良県
16306 中　井　広　満 稚内市
16307 中　村　寿　文 沖縄県
16308 加　藤　俊　介 札幌市
16309 築　部　達　也 ＭＲＣ静岡
16310 松　野　慎太郎 札幌市
16311 宮　田　和　正 熊本県
16312 島　　　大　悟 札幌市
16313 福　田　英　樹 福田英樹
16314 山　田　昌　夫 石狩市
16315 佐々木　雄　一 大和ハウス
16316 山　田　太　志 羽幌町
16317 阿　部　太　郎 公務員ランナー
16318 渡　辺　　　淳 伊藤組土建企画
16319 田　中　　　努 東京都
16320 永　田　英　樹 壱軸倶楽部
16321 若　浜　　　勇 Ｔ－ＲＯＢＥＣ
16322 遠　藤　勝　彦 札幌市
16323 井　上　正　之 札幌市
16324 遠　藤　賢　一 ＡＫＢＲＣ
16325 正　木　秀　俊 東京都
16326 和　泉　康　平 札幌市
16327 山　口　伶　史 札幌市
16328 佐　藤　　　宣 三重県
16329 秋　由　憲　司 みなと新聞
16330 薮　田　政　美 桐生市陸協会
16331 井　藤　康　浩 埼玉県
16332 石　黒　雄　治 比布町
16333 小　澤　英　二 レ・ク
16334 山　花　光　博 香川県
16335 込　堂　敏　安 さくらｓｃ
16336 沢　辺　幹　和 愛知県
16337 福　嶋　　　優 紋別市
16338 久　保　秀　樹 帯広郵便局
16339 坂　口　　　丹 東京都
16340 二　川　雅　人 爆走マイペース
16341 吉　田　龍　也 南幌ＭＣ
16342 浜　田　　　毅 ネイチャ倶楽部
16343 中　村　公　彦 チーム茶タロ
16344 井　本　　　仁 福岡県
16345 高　橋　直　樹 北広島市役所
16346 平　出　英　之 釧路市
16347 柴　山　真　一 福岡県
16348 淘　江　宏　文 丹後中央病院
16349 古　賀　敏　秋 神奈川県
16350 西　村　英　樹 東京都
16351 西　村　健太郎 東京都
16352 畠　山　慎　一 北日本水産物
16353 山　﨑　正　巳 珠高ＯＢ
16354 三　戸　　　香 広島県
16355 萩　行　庸　顕 札幌市
16356 濱　田　芳　樹 清水町
16357 田　中　和　義 神奈川県
16358 菅　崎　佑　介 札幌市
16359 杉　村　俊　幸 札幌市
16360 坂　上　彰　利 東京都
16361 山　路　雄　太 東京都
16362 藤　原　宏　行 兵庫県
16363 柴　田　政　二 Ｒｏｕｔｅ６６
16364 茂　野　淳　一 札幌市
16365 宮　川　智　行 東京都
16366 高　田　雅　史 ＡＬＤＲＥＣ
16367 島　田　真　吾 ＪＷＡ
16368 藤　野　哲　也 札幌市
16369 猪　股　　　武 札幌市
16370 櫻　井　直　樹 大阪府
16371 鳴　海　一　芳 小樽市
16372 佐　藤　ミツル 鶴．ＡＣ
16373 青　木　　　信 札幌市
16374 千　葉　純　也 札幌市
16375 加　山　貴　弘 東京都
16376 竹　中　大　悟 ベストパーソン
16377 竹　内　浩　一 ＳＯＮＰＯ
16378 舩　越　裕　勝 なし
16379 寺　口　　　実 江別市
16380 吉　田　　　亨 小樽市
16381 松　井　　　篤 ＮＴＴアカシア
16382 大　森　　　歓 札幌市
16383 中　山　大　輔 アーシブ
16384 野　村　　　忠 愛知県
16385 森　　　貴　昭 神奈川県
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16386 北　内　　　諒 浦河町
16387 常　見　幸　雄 旭川市
16388 渡　邉　久　也 大豊資材工業
16389 鮫　島　　　博 西松建設
16390 若　狹　重　人 芽室町
16391 笹　本　　　譲 神奈川県
16392 佐　藤　　　巡 ＨＴＢ
16393 朝　野　智　宏 なし
16394 大　門　康　一 函館市
16395 山　本　鉄　雄 ＮＰＯえがお
16396 乙　坂　　　篤 札幌市
16397 佐　藤　直　文 ビバニーベル
16398 中　谷　　　晃 杏．ＡＣ
16399 近　藤　篤　史 奈良県
16400 麦　島　正司郎 札幌市
16401 堀　内　栄　作 東京都
16402 古　屋　隆　憲 ＮＪＳ
16403 春　日　　　昇 札幌市
16404 佐々木　真太郎 北海道税理士会
16405 奥　山　　　盛 和寒町
16406 小　林　祐　三 Ｔ・Ｉ・Ｐ・Ｅ
16407 下　西　　　勝 東京都
16408 高野池　　　僚 苫小牧市
16409 今　尾　清　市 美幌町
16410 籾　山　昌　弘 チ－ムホロホロ
16411 森　井　大　輔 札幌市
16412 石　垣　雄　太 栄小学校
16413 川　　　修　平 札幌市
16414 宇多村　勝　彦 大鵬薬品
16415 岩　本　浩　一 愛知県
16416 山　口　雄　大 札幌市
16417 吉　田　陽　才 東神楽町
16418 関　口　敬　介 埼玉県
16419 平　野　貴　久 斗南病院
16420 永　田　雅　寛 福岡県
16421 佐　藤　壌　二 江別市
16422 堀　江　克　弘 札幌市
16423 青　木　太　志 札幌市
16424 安　藤　規　彦 福島県
16425 中　井　良　平 神奈川県
16426 大　橋　健　志 アイシーケイ
16427 高　橋　康　夫 ＵＳＡＭＩＲＣ
16428 伊　藤　靖　哲 東京都
16429 細　川　大　輔 札幌市
16430 下　山　一　夫 青森県
16431 柴　田　勝　浩 ＪＴＢ
16432 小　澤　　　哲 札幌市
16433 髙　木　謙太郎 アグリプラス
16434 米　本　晋太朗 釧路市
16435 原　田　玲　雄 旭川市
16436 住　　　征　利 砂川市
16437 今　野　光　明 藤が丘ＲＣ
16438 崎　下　勝　弘 愛知県
16439 平　野　元　司 千葉県
16440 片　桐　俊　英 赤レンガ走友会
16441 本　間　幹　夫 ＮＴＴアカシア
16442 斉　藤　太　祐 札幌市
16443 早　川　　　聰 札幌市
16444 福　田　良　則 名寄市
16445 吉　澤　昌　也 札幌市
16446 村　中　徳　生 札幌市
16447 山　本　　　明 札幌市
16448 今　西　貴　久 京都府
16449 佐　藤　　　誠 帯広市
16450 畠　山　　　稔 清里中学校
16451 河　野　利　彦 光陽荘
16452 村　上　賢　二 ＴＢＤ
16453 中　田　聡　嗣 札幌市
16454 近　藤　正　輝 秋田県
16455 田　中　雅　久 札幌市
16456 清　水　源　志 オン・ジャパン
16457 辻　村　　　渉 チーム３ｉｎ１
16458 齊　藤　研　治 北海道信用金庫
16459 浅　沼　建　樹 十勝勤医協
16460 井　上　　　博 希望ヶ丘病院
16461 畠　山　　　実 愛媛県
16462 田　中　国　貞 フル百回楽走会
16463 荒　谷　義　憲 宮城県
16464 中　井　正　人 東京都
16465 山　端　信　広 千歳市
16466 坂　田　浩　二 神奈川県
16467 大　山　広　幸 ＪＳＡＦＲＣ
16468 市　田　裕太郎 ルスツ羊蹄牧場
16469 露　口　裕　基 札幌市
16470 岩　崎　純　規 ビーチクボーイ
16471 武　田　啓　正 石川県
16472 吉　田　善　正 京都府
16473 米　田　耕　治 神奈川県
16474 鳥　越　敏　彦 ＭＭＣ走友会
16475 大　貫　　　稔 茨城県
16476 鈴　木　健　司 札幌市
16477 平　野　　　覚 札幌市
16478 岡　本　秀　則 旭川市
16479 小　川　高　史 何とか頑張れ走
16480 大　石　　　裕 岩手県
16481 田　口　　　顕 ＣＣＳ
16482 井矢崎　一　彦 長坂亭
16483 馬　場　英　幸 天中おぢばーず
16484 木　村　諭　志 天中おぢばーず
16485 松　田　　　勝 天中おぢばーず
16486 藤　井　仁　志 防災北斗１５
16487 二　村　悠　太 ＳＫＳ
16488 佐　藤　玲　央 札幌市
16489 河　野　　　索 札幌市
16490 赤　堀　允　利 極力完走
16491 二　村　達　也 札幌市
16492 大　堀　　　努 三重県
16493 秋　吉　伸　二 ｆｒｕｎ

16494 藤　本　充　男 千葉県
16495 篠　崎　　　亘 埼玉県
16496 岡　部　和　真 江別市
16497 工　藤　明　郁 道マラソンク
16498 鈴　木　基　也 札幌市
16499 藤　木　　　慎 防災歩きニスト
16500 大　谷　勝　彦 音更町
16501 梶　田　和　成 札幌市
16502 赤　塚　幸　志 網走市
16503 岩　間　清　貴 札幌市
16504 桧　山　克　也 東京都
16505 渡　部　伸　晃 札幌市
16506 池　谷　政　良 札幌市
16507 竹　川　正　興 餃子大好き！
16508 相　馬　康　秀 イサムＲＣ
16509 福　沢　光　浩 大阪府
16510 小　島　丈　朗 札幌市
16511 中　野　拓　次 アサヒ調剤薬局
16512 依　岡　　　輝 東京都
16513 山　田　　　敦 札幌市
16514 大　垣　貴　弘 厚真町
16515 居　上　　　郁 札幌市
16516 富　岡　正　樹 帯広市
16517 合　田　省　三 札幌市
16518 木　滑　康　裕 ゆうたた
16519 小　杉　正　幸 新潟県
16520 松　村　俊　宏 ＭＳＤ株式会社
16521 大　友　孝　仁 ＴＯＪｏｎｅｔ
16522 江　藤　正　之 えとう動物病院
16523 南　雲　隆　志 札幌市
16524 山　下　道　明 札幌市
16525 森　山　　　淳 ＨＬＣ
16526 川　角　英　則 愛知県
16527 関　根　康　郎 東京都
16528 石　垣　拓　麻 札幌市
16529 安　田　　　章 札幌市
16530 髙　橋　　　薫 恵庭市
16531 川　口　喜　元 東京都
16532 岡　本　哲　也 奈良県
16533 松　田　　　伸 シャーボルト
16534 長　岡　祥　平 三重県
16535 小　山　雅　之 ＮＣＣ
16536 西　尾　智　之 西尾硝子鏡工業
16537 板　谷　　　凌 千歳市
16538 佐　藤　樹　一 札幌市
16539 松　本　舟　平 東京都
16540 松　島　浩　一 札幌市
16541 工　藤　雄　亮 浦の星女学院
16542 佐　藤　雅　貴 札幌市
16543 木　村　忠　幸 端野一人旅
16544 沖　田　篤　史 ヒマラヤ倶楽部
16545 石　崎　　　翼 札幌市
16546 西　崎　英　男 帯広ランナーズ
16547 櫻　井　佑　介 札幌市
16548 小　只　敏　博 幾寅トッチ
16549 三　浦　康　永 やんちゃオヤジ
16550 影　山　勇　雄 茨城県
16551 村　山　一　将 札幌日大中高
16552 谷　口　誠　伸 札幌市
16553 戸　田　明　浩 千葉県
16554 小　埜　祐　一 風たび
16555 小　針　幸　喜 札幌市
16556 木　場　　　哲 東京都
16557 金　子　　　聡 金子社労士
16558 鈴　木　博　明 東京都
16559 勝　山　茂　和 札幌市
16560 滝　本　将　貴 札幌市
16561 小　川　佳　寿 恵庭市
16562 大　嶋　敏　文 株式会社ヨシダ
16563 小　泉　　　等 新潟県
16564 坂　井　慎　一 石狩市
16565 中　村　貴　之 札幌市
16566 大　塚　晶　紀 札幌市
16567 松　浦　稔　則 札幌市
16568 竹　尾　仁　志 広島県
16569 田　村　亮　二 苫備
16570 伊　藤　大　輔 豊橋設計陸上部
16571 橋　本　泰　行 札幌市
16572 坪　田　　　親 宮城県
16573 杉　江　一　磨 静岡県
16574 内古閑　隆太郎 東京都
16575 進　谷　洋　平 ＮＴＴＤＭＳＥ
16576 梶　沼　　　翼 札幌市
16577 西　谷　　　学 苫小牧市
16578 今　泉　太　希 札幌市
16579 角　田　達　也 神奈川県
16580 草　野　純　一 ＴアスリートＣ
16581 箕　浦　高　之 岐阜食品
16582 野　村　正太郎 札幌市
16583 村　石　　　晋 神奈川県
16584 小　野　友　敬 札幌市
16585 田　中　　　徹 Ｙ北海道
16586 対　馬　浩　平 三協石油
16587 石　﨑　光　輝 愛知県
16588 山　本　　　進 東神楽町
16589 池　村　義　人 チームマグナム
16590 森　川　雄　介 札幌市
16591 佐　藤　一　浩 茨城県
16592 三　上　友　禎 札幌市
16593 細　川　誉至雄 勤医協ランナー
16594 桜　庭　　　昭 道マラソンク
16595 伊　藤　　　元 福島県
16596 魚　井　康　生 広尾町
16597 仲　里　　　厚 日本製紙
16598 最　上　孝　雄 北海電工
16599 濱　野　航　亮 札幌市
16600 高　橋　良　麿 ビール飲み隊
16601 斉　藤　慎　一 江別市

16602 橋　場　健太郎 苫小牧市
16603 佐　藤　瑞　樹 札幌市
16604 高　田　頼　法 千歳市
16605 新　谷　寛　光 めがね会
16606 岩　崎　敬　也 札幌市
16607 村　上　周一郎 東京都
16608 石　川　勝　一 北見市
16609 小　川　祐　輝 札幌市
16610 栗　原　敬　昌 サンクール
16611 澤　向　陽　一 別海町
16612 松　田　拓　士 札幌市
16613 斉　藤　　　聡 秋田県
16614 佐　藤　拓　也 メットライフ
16615 大　江　勇　輔 札幌市
16616 鈴　木　尚　人 札幌市
16617 多久島　輝　弥 東京都
16618 澤　谷　勇　亮 別海町
16619 宇和谷　　　章 神奈川県
16620 網　岡　英　司 札幌市
16621 伊　藤　克　哉 札幌市
16622 丹　治　嵩　裕 浦人ＲＣ
16623 赤　川　貴　則 上富良野町
16624 寺　松　建　彦 東京都
16625 島　岡　健　一 奈良県
16626 筒　井　典　洋 上富良野町
16627 佐　野　涼　太 武田薬品
16628 犬　塚　紫　陽 無所属
16629 栗　延　孝　治 東京都
16630 辻　川　琢　郎 札幌市
16631 秋　山　穣　二 日本食研
16632 三　浦　　　賢 黒松内町役場
16633 有　岡　　　大 札幌市
16634 小　山　優　貴 千葉県
16635 林　　　伸　司 エコテック
16636 高　山　真　示 札幌市
16637 鈴　木　遵　紀 札幌市
16638 佐々木　光　久 札幌市
16639 登　立　光　洋 ２Ｌ－１Ｍ－Ｅ
16640 室　矢　直　樹 札幌市
16641 澤　田　秀　樹 釧路のぞみ協会
16642 佐　藤　陽　亮 佐藤家
16643 山　本　　　悟 北一ミート
16644 株　本　昌　典 ライフスポ
16645 井　上　信　久 ナイアガラ
16646 稲　見　　　誠 札幌市
16647 安　達　裕　貴 札幌市
16648 小野寺　雅　晴 札幌市
16649 松　尾　隆　之 岐阜県
16650 遊　佐　和　博 標津走友会
16651 阿　部　義　仁 札幌市
16652 越　川　　　博 富良野市
16653 村　上　　　卓 ＰＤハウス
16654 岩　城　侑　平 札幌市
16655 千　代　雅　和 秋田県
16656 山　﨑　琢　郎 札幌市
16657 渡　邉　廣　太 京都府
16658 佐々木　和　則 東京都
16659 森　谷　優　賀 東京都
16660 末　永　陽　介 静岡県
16661 腰　田　将　也 大阪府
16662 古　賀　俊　豪 滋賀県
16663 三　上　賢　治 青森県
16664 中　　　幸　正 チーム天然
16665 塩　田　伸　久 千歳市
16666 中　村　優　駿 帯広市
16667 福　尾　貴　紀 札幌市
16668 渡　辺　隆　人 東京都
16669 寒河江　克　昌 埼玉県
16670 鎌　塚　眞　徳 札幌市
16671 野　口　昌　孝 東京都
16672 田　中　　　壽 宝っこＡＣ
16673 小鳥居　晴　樹 神奈川県
16674 小　林　信　司 愛知県
16675 伊　藤　紘　太 札幌市
16676 牛　尾　　　浩 めぐみ２保育園
16677 手　嶋　公　之 スクウェアワン
16678 戸　谷　正　則 東京都
16679 坂　本　利　幸 女満別ＵＭＣ
16680 飯　沼　美　雪 札幌市
16681 椿　　　元　一 美咲倶楽部
16682 成　田　佳　徳 ＡＴＡ
16683 布　山　裕　一 千葉県
16684 新　田　　　学 マルトミ
16685 野　村　幸　夫 ＡＲＡ
16686 野　原　正　志 札幌市
16687 前　田　隆　司 大阪府
16688 高　本　　　稔 小賀坂スキー
16689 風　間　孝　弘 東京都
16690 藤　原　智　博 札幌市
16691 菅　原　　　央 札幌市
16692 中　川　竜　也 札幌市
16693 小　嶋　末　治 ルネ青砥
16694 石　川　　　岳 川崎行政書士会
16695 平　山　智　久 アイミック
16696 内　田　喜　之 住友生命
16697 荒　井　秀　人 東京都
16698 渋　谷　雄　介 東京都
16699 阿　部　和　雄 ＡＲｇ
16700 野　上　卓　弘 東京都
16701 畠　中　大　輔 札幌市
16702 八　木　　　翼 千歳市
16703 金　綱　勇　樹 神奈川県
16704 佐々木　裕　明 よつば不動産
16705 持　田　公　春 北見市
16706 目　崎　忠　明 東京都
16707 上　戸　悠　生 愛知県
16708 遠　山　晴　一 北海道大学
16709 大　塚　惇　生 ＪＡ本別町ＲＣ

16710 塚　田　宏　吉 長野県
16711 小　島　俊　明 神奈川県
16712 後　藤　兼　人 札幌市
16713 土　肥　一　樹 興和株
16714 大　橋　紳之介 札幌市
16715 寺　垣　洸一朗 室蘭市
16716 石　橋　　　真 エムピーエス
16717 畠　山　政　和 北海道
16718 齋　藤　頼　一 神奈川県
16719 鷹　見　大　地 札幌市
16720 高　橋　範　寿 レコードブック
16721 橋　本　翔　太 札幌市
16722 牟　田　寿　雄 石薬師ＲＣ
16723 浜　田　泰　行 千葉県
16724 西　園　浩　幸 札幌市
16725 武　田　義　信 石狩市
16726 小　林　楓海也 神奈川県
16727 吉　澤　　　良 札幌市
16728 野　口　武　晴 東京都
16729 倉　持　達　雄 東京都
16730 藤　田　　　靖 プリプレス
16731 鳥　越　弘　嗣 旭川市
16732 永　井　秀　幸 札幌市
16733 笠　原　清　寛 大阪府
16734 藤　原　成　一 東山です
16735 曳　田　政　弘 満寿屋商店
16736 日　指　　　陽 長野県
16737 山　口　隆　二 大和陸運
16738 山　田　　　拓 拓道館
16739 島　田　　　卓 ちばりよ
16740 檜　森　昭　憲 苫小牧市
16741 丸　山　卓　哉 旭川市
16742 伊　藤　　　茂 東京都
16743 今　　　良　彰 千葉県
16744 寳　土　大　祐 札幌市
16745 松　浦　　　聡 千葉県
16746 山　崎　康　成 千葉県
16747 小　妻　大　介 札幌市
16748 渡　辺　光　夫 茨城ボーイズ
16749 古　山　靖　典 宮城県
16750 森　島　瑞　希 奈良県
16751 福　島　雅　弘 Ｔひらめきん
16752 林　　　文　男 小樽市
16753 東　　　雅　之 札幌市
16754 竹　岡　兼　稔 ＯＴＳアカデミ
16755 石　田　　　晃 東京都
16756 斉　藤　敏　一 Ｚｉｐ－ＲＣ
16757 藤　本　隆　靖 スポキチ
16758 小　林　理　嗣 札幌市
16759 村　上　幸　夫 東京都
16760 藤　林　保　信 サムズＭＤーＲ
16761 渡　部　智　介 茨城県
16762 廣　野　要　三 無所属
16763 黒　木　正　伸 なし
16764 粂　田　正　道 札幌市
16765 有　賀　信　之 東京都
16766 望　月　　　明 茨城県
16767 村　上　兼　護 羽幌町
16768 成　田　　　与 羽幌町
16769 大　橋　洸　太 東京都
16770 阿　部　義　宏 らんらんくらぶ
16771 宮　本　哲　也 福岡県
16772 相　馬　義　昭 ｋｏｋｏｒａｎ
16773 斎　藤　信　幸 チーム阿部
16774 松　尾　健　史 愛知県
16775 小　岩　敏　信 広島県
16776 矢　伝　栄　二 石川県
16777 佐々木　弘　好 札幌市
16778 松　木　賢　治 ＭＥＣ
16779 清水口　　　進 岩見沢見晴町会
16780 大　澤　久　慶 豊和会病院
16781 西　野　利志也 京都府
16782 岡　留　和　孝 大阪府
16783 大　場　　　豊 大樹町
16784 田　中　　　淳 札幌市
16785 内　野　裕　二 札幌市
16786 片　野　正　一 東京都
16787 佐　藤　幸　喜 増毛町役場
16788 細　貝　朗　央 酒井機材製作所
16789 内　藤　秀　紀 ＬＯＶＥ　ＦＭ
16790 伊　藤　寿　明 新得町
16791 阿　部　武　男 ＣＴＳＡＰ
16792 宮　原　良　保 東京都
16793 橋　本　恭　周 福岡県
16794 福　島　光　由 ドンズ
16795 越　智　紀　昭 神奈川県
16796 小　浜　立　郎 千葉県
16797 牧　山　廣　善 札幌ニップロ
16798 横　野　眞　二 札幌市
16799 金　本　和　弘 むかわ町
16800 小　田　佳　典 ストイックＭ３
16801 荻　生　和　敏 旭川市
16802 宮　西　忠　輝 北見はしろう会
16803 仲　谷　　　忠 札幌市
16804 相　沢　　　哉 北広島
16805 山　口　　　信 札幌市
16806 田　中　英　隆 茨城県
16807 佐々木　久　典 東京都
16808 三　浦　条　二 道マラソンク
16809 岩　寺　洋　幸 函館走ろう会
16810 西　岡　正　人 ガンバＲＵＮ
16811 須　田　晃　暢 大阪府
16812 向　　　英　樹 クラブＲ２
16813 池　田　昌　隆 インフォマ
16814 河　原　健　治 株式会社カネカ
16815 渡　邊　武　雄 株式会社カネカ
16816 古　関　彰太郎 （株）セコマ
16817 石　井　洋　一 札幌市
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16818 久　田　智　之 札幌市
16819 樋　田　和　弘 札幌市
16820 鶴　田　宏　樹 かいせい陸上部
16821 菅　原　　　繁 札幌市
16822 奥　寺　順　一 残雪会
16823 高　岡　正　信 栃木県
16824 若　原　真　司 エコテック
16825 泉　　　高　彰 京都府
16826 中　野　厚　太 エネオスウイン
16827 宮　木　　　正 広島県
16828 菊　池　精　一 岩見沢市
16829 水　口　　　博 木古内町
16830 平　尾　善　範 旭川市
16831 高　橋　　　忍 ＳＯＨＯ　ＲＣ
16832 佐々木　康　希 道教委
16833 竹　本　正　治 札幌市
16834 武　田　光　央 亀の子クラブ
16835 山　田　一　仁 釧路町
16836 中　澤　寿　雄 東京都
16837 池　田　篤　史 札幌市
16838 瀬　賀　英　嗣 札幌市
16839 斉　藤　　　勉 札幌市
16840 田　中　智　朗 おかやまじゃ県
16841 日　戸　　　祐 岡山県
16842 小　川　正　俊 ホッピー倶楽部
16843 近　藤　秀　樹 神奈川県
16844 上　原　正　樹 東京都
16845 宮　尾　信　一 長野県
16846 外　山　義　典 札幌市
16847 白　川　武　俊 ｍｅｉｊｉ
16848 伊　藤　真　一 兵庫県
16849 深　町　憲　二 ミズホ走遊会
16850 有　本　幸　生 札幌市
16851 丸　池　可　記 ＭＲＦ陸上部
16852 本　谷　　　学 札幌市
16853 田　中　滋　人 うかゆし会
16854 木　村　勇　次 東京都
16855 仲　村　　　崇 沖縄県
16856 金　井　義　孝 京都府
16857 太　田　幸　司 ＳＭＢＣＣＦ
16858 上　門　勝　也 京都府
16859 長　澤　基　博 久光製薬
16860 神　澤　真　人 奈良県
16861 稲　垣　登志光 栃木県
16862 齊　藤　広　樹 愛知県
16863 本　間　雅　勝 札幌市
16864 高　橋　　　渉 札幌市
16865 立　田　俊　治 石川殿の１３人
16866 森　　　省　一 神奈川県
16867 小笠原　正　洋 札幌市
16868 岩　田　靖　弘 北大民舞研
16869 越　前　良　太 三笠精算事務所
16870 工　藤　　　喬 札幌市
16871 毛　利　仁　則 湧別町
16872 宮　川　　　修 神奈川県
16873 澁　澤　崇　広 札幌市
16874 石　田　正　美 フリ－
16875 野　矢　英　俊 札幌市
16876 吉　田　哲　浩 モス
16877 大　石　　　剛 愛知県
16878 髙　橋　　　将 サカＲＣ
16879 佐　藤　友　春 チームどすこい
16880 北　村　悠　登 大阪府
16881 藤　原　友　也 ＣＶＪ
16882 合　田　康　広 ひまわり
16883 阿　部　　　洋 ＣＭＳＣ
16884 篠　原　幸　二 エスペラント
16885 時　乗　洋　昭 神奈川県
16886 松　下　尚　憲 海のまち診療所
16887 三　枝　晃次郎 広島県
16888 渡　部　吉　彦 釧路走ろう会
16889 高　橋　俊一郎 神奈川県
16890 大　柿　仁　志 新潟県
16891 畠　中　正　孝 神奈川県
16892 浜　本　和　明 札幌市
16893 中　山　三樹男 ナツノアラシ
16894 浦　島　　　肇 札幌市
16895 三　好　和　美 北見市
16896 高　津　俊一郎 愛媛県
16897 仲　間　健　治 岡山県
16898 森　岡　浩　樹 札幌市
16899 関　口　和　之 司法書士ランナ
16900 高　橋　晋　也 札幌市
16901 石　田　久　晴 大東建託（株）
16902 遠　藤　英　喜 札幌市
16903 長　井　裕　志 札幌市
16904 小　鷹　　　潤 恵庭市
16905 高　橋　　　麦 川下ばく内科
16906 西　田　基　樹 もしぴ
16907 石　川　俊　史 五勝炎会
16908 鵜　野　竜　馬 札幌市
16909 坂　本　和　也 札幌市
16910 白　井　直　樹 札幌市
16911 松　永　幸　博 北海道味の素
16912 酒　井　保　則 旭川市
16913 寺　倉　信　夫 札幌市
16914 山　西　海　斗 札幌市
16915 高　谷　義　昭 札幌市
16916 小野寺　幾　雄 中川町
16917 寺　倉　謙　二 札幌市
16918 後　藤　孝　行 札幌市
16919 堀　川　真　一 苫小牧市
16920 坂　本　哲　志 東京都
16921 奥　山　清　一 カタツムリａｃ
16922 小田島　武　道 東京都
16923 中　田　英　史 きのとや
16924 今　井　貴　之 ＡＲＣ４０
16925 高　岡　　　隆 東京都

16926 藤　田　賢　治 音更町
16927 漆　谷　隆　紀 山口県
16928 大　河　昭　彦 千葉県
16929 小　田　雄　介 札幌市
16930 谷　澤　聖　史 東京都
16931 串　山　昌　宏 岩見沢ＡＣ
16932 寺　田　卓　矢 札幌市
16933 滝　村　文　裕 瀧村家
16934 小　原　規　史 札幌市
16935 奥　山　隆　史 札幌市
16936 成　川　貢　一 千葉県
16937 近　藤　政　司 札幌市
16938 加茂川　幸　夫 三井住友海上
16939 熊　谷　　　大 札幌市
16940 菊　地　幸　太 貫気別小
16941 神　門　健　二 東京都
16942 戸　田　正　則 名寄調剤薬局
16943 中　村　　　寛 愛知県
16944 成　田　和　幸 ブルボン
16945 渡　辺　　　治 札幌市
16946 菅　原　雅　仁 十字屋
16947 齋　藤　憲　一 ＦＯＲ
16948 加　藤　浩　道 泊ハイロ走友会
16949 中　西　拓　郎 北見市
16950 福　原　章　訓 まつもと薬局
16951 松　橋　俊　弥 札幌市
16952 大　森　　　修 こころのボス
16953 藤　木　健　志 福岡県教職員
16954 挽　地　桂　太 グランド歯科
16955 杉　目　　　大 東京都
16956 鈴　木　俊　一 東京都
16957 山　崎　敏　幸 （株）鈴木商会
16958 大　成　義　秀 株式会社カネカ
16959 岩　口　和　裕 大日本印刷
16960 白　鳥　睦　仁 札幌市
16961 佐　藤　純　一 うさかめ
16962 永　田　一　鷹 神奈川県
16963 菊　池　航　太 東京都
16964 滝　頭　幹太郎 かっぱちゃん
16965 五十嵐　　　章 株　新興工業
16966 福　田　　　浩 音更町
16967 村　上　　　実 小樽ラビット会
16968 青　井　良　彰 札幌市
16969 武　田　洋　祐 札幌市
16970 笠　置　健　二 恵庭市
16971 吉　田　秀　夫 魚光
16972 日下部　行　夫 新篠津村
16973 片　畑　秀　夫 和歌山県
16974 二本柳　拓　美 広尾町
16975 水　野　慶　太 札幌市
16976 砂　川　陽　介 萌ちゃんず
16977 細　川　恒　平 西松建設
16978 渡　辺　幸史郎 ＲｉｏｎａＲＣ
16979 太　田　健　一 小樽市
16980 阪　本　直　樹 高知県
16981 銘　形　晃　尚 小樽市
16982 中　野　雅　之 六華ＲＣ
16983 高　山　　　剛 檜山振興局
16984 藤　井　俊　禎 ＢＲＣ
16985 佐々木　　　健 後志森林室
16986 及　川　浩　和 旭川市
16987 北　原　　　寿 クレイジーＲ
16988 中　島　行　博 ＲＵＮツバ
16989 宮　崎　隆　文 旭川市
16990 讃　岐　喜　明 ＹＯＣＣＨｉ
16991 佐　藤　宏　亮 青森県
16992 宮　本　昇　司 東京都
16993 幅　　　隆　宏 札幌市
16994 新　山　大　樹 江別市
16995 森　谷　拓　也 札幌市
16996 楠　　　　　徹 あいりす
16997 島　崎　洋　一 調布トラ連合
16998 岩　澤　利　男 神奈川県
16999 藤　田　博　久 Ｉｎｔｅｒｌａ
17000 中　澤　公　貴 鹿島道路
17001 谷　村　博　美 神奈川県
17002 大　橋　壮　一 金光日六会
17003 髙　橋　茂　夫 中標津１２楽走
17004 下　　　公　司 アカシア走友会
17005 吉　田　晶　哉 札幌市
17006 久　保　　　修 スキデス留萌
17007 島　田　博　明 悠希の爺
17008 池　畑　雄　太 東京都
17009 西　田　政　仁 ＮＴアシスト
17010 根　岸　洋一郎 神奈川県
17011 内　村　裕　之 ＥＣ英会話ＯＢ
17012 渡　邊　健太郎 札幌市
17013 前　東　慶　祐 いきいき行動隊
17014 行　部　　　洋 伊達赤十字病院
17015 花　岡　俊　幸 札幌市
17016 永　田　篤　生 ＣＭＦ
17017 中　沢　忠　善 ＪＡ新しのつ
17018 秋　葉　　　徹 群馬県
17019 山　田　和　弘 ＡＲｅＧｅ
17020 岩　田　康　宏 大阪府
17021 吉　岡　雄　史 三島食品
17022 神　楽　智　也 新冠レコードＲ
17023 西　本　章　一 北見市
17024 島　田　雅　彰 地球防衛軍
17025 張　　　　　遂 札幌市
17026 鏡　　　澄　夫 大泉高校
17027 小田喜　一　哉 千葉県
17028 道正田　　　昌 Ｇ－ｃｕｂｅ
17029 酒　井　亮　次 新ひだか町
17030 糸　井　健　一 ＡＬＯＮＥ
17031 岩　城　直　嗣 小樽市
17032 坂　本　大　明 愛知県
17033 井　上　雅　裕 札幌市

17034 宇　野　拓　哉 （株）鈴木商会
17035 葭　本　陸　斗 北海開発局
17036 小　松　航　己 平和不動産
17037 上　野　諒　介 平和不動産
17038 渥　美　孝　紘 三菱地所設計
17039 穂　高　祐　司 （株）セコマ
17040 岡　田　壮　平 （株）セコマ
17041 柴　原　遼太郎 （株）セコマ
17042 佐　藤　祐　太 （株）セコマ
17043 常　田　和　希 （株）セコマ
17044 三　浦　將　誓 ベル２４
17045 山　澤　直　貴 ベル２４
17046 熊　木　剛　正 ベル２４
17047 西　田　隆　宏 ベル２４
17048 辻　　　凌　也 ベル２４
17049 齊　藤　大　樹 ベル２４
17050 押　切　智　宏 ベル２４
17051 奈　良　健一郎 ベル２４
17052 内　田　文　輝 ベル２４
17053 鈴　木　　　稔 ベル２４
17054 小野寺　治　彦 ベル２４
17055 新　川　幹　樹 ベル２４
17056 岡　本　　　健 ベル２４
17057 山　田　修　己 ベル２４
17058 鈴　木　航　介 サイシード
17059 細　川　陽　平 つうけんＧ
17060 及　川　紀　章 大日本印刷
17061 浜　崎　克　敏 大日本印刷
17062 賀　山　　　覚 日本ハム惣菜
17063 宅　間　啓　介 日本ハム惣菜
17064 小　田　　　凛 日本ハム惣菜
17065 菅　原　慶　太 神奈川県
17066 酒　井　　　光 札幌円山整形
17067 竹　内　　　裕 千歳市
17068 大美浪　晴　日 札幌市
17069 寺　町　誠　志 北海道新聞社
17070 廣　川　雄　士 札幌市
17071 竹　山　仁　志 札幌市
17072 東　頭　直　樹 なし
17073 小　野　照　幸 札幌市
17074 三津谷　郁　磨 札幌市
17075 茂　籠　勇　人 札幌市
17076 前　田　章　博 札幌市
17077 富　山　浩　樹 サツドラ
17078 松　下　泰　基 札幌市
17079 伊　藤　光　慶 大和ハウス工業
17081 野　方　　　翼 ＫＰＭＧ
17082 齋　藤　利　章 東京電力
17083 高　橋　直　樹 アシスト北海道
17084 三　村　直　輝 浦幌町
17085 小　倉　和　樹 札幌市
17086 山　本　雅　人 東京都
17087 新　井　風流樹 埼玉県
17088 西　本　尚　充 札幌市
17089 村　田　幸　一 札幌市
17090 小　田　弘　昭 旭川市
17091 井　上　　　崇 オーブヘアー
17092 佐　原　宏　史 神奈川県
17093 中　尾　嘉　良 札幌市
17094 石　井　誠　士 トーホーエンジ
17095 熊　谷　洋　介 静岡県
17096 小　林　勝　巳 光の国６０ｓ
17097 出　口　延　幸 帯広市
17098 櫻　田　正　則 櫻田ランクラブ
17099 うえまつ　ひろゆき 佃パレスクラブ
17100 山　林　義　朗 チームからふる
17101 鈴　木　貴　彦 東京都
17102 長谷川　栄　介 札幌市
17103 成　田　雄　輔 札幌市
17104 幾　見　高　裕 静岡県
17105 三　輪　　　清 札幌市
17106 枝　川　勝　美 森町
17107 今　野　秀　樹 苫小牧市
17108 加　藤　　　為 釧路市
17109 廣　瀬　賢　至 福マラＲＣ
17110 池　田　耕　司 音更町
17111 高　橋　智　宏 札幌市
17112 堀　川　哲　英 うさおＲＣ宮崎
17113 斎　藤　友　樹 エフティ不動産
17114 金　沢　一　希 ラクちゃん
17115 川　﨑　大　輔 札幌市
17116 葛　西　堅　造 札幌市
17117 佐々木　　　晃 札幌市
17118 能　瀬　眞　一 神奈川県
17119 有　延　　　颯 ポリテク北海道
17120 浜　本　有　祐 札幌医大
17121 二　上　正　義 レジェンド台湾
17122 吉　川　智　洋 釧路市
17123 柴　田　　　衛 ラマーナ札幌
17124 横　溝　　　剛 釧路市
17125 米　澤　勝　美 滝川市
17126 唐　木　孝　則 Ｒｕｎｕｐ
17127 高　橋　　　学 東京陸協
17128 柴　崎　　　誠 札幌市役所
17129 北　浦　聖　児 新ひだか町
17130 阿　部　　　亮 ジブラルタ生命
17131 東海林　正　文 森のオホーツク
17132 小　浜　　　博 宮城県
17133 佐々木　陽　彦 札幌市
17134 本　田　直　樹 新十津川町
17135 松　浦　浩　一 うさかめ
17136 猪　又　和　義 名寄市
17137 丸　岡　忠　輝 田辺三菱製薬
17138 亀　山　泰　樹 札幌市
17139 田　渕　浩　紀 札幌市
17140 小　谷　秀　実 埼玉県
17141 佐々木　正　光 大阪府
17142 竹　浦　　　勝 深川市

17143 的　場　　　暁 札幌市
17144 竹　浦　　　真 白老町
17145 渡　辺　　　絃 札幌市
17146 松　永　　　和 済生会守山市民
17147 今　尾　一　也 札幌市
17148 笠　嶋　　　力 札幌市役所
17149 山　谷　謙　太 すずらん総合Ｍ
17150 入　口　　　望 和歌山県
17151 鳥　井　義　弘 苫東石油備蓄
17152 小　林　慎　弥 東京都
17153 奥　　　秀　男 札幌市
17154 浅　野　裕　史 江別市
17155 高　橋　　　護 札幌市
17156 北　向　且　法 札幌市
17157 上　野　　　勝 ホーチミン
17158 渡　邊　大　介 名寄市
17159 神　谷　拓　実 札幌市
17160 川　畑　嘉　之 かっぱちゃん
17161 宝珠山　　　崇 神奈川県
17162 山崎　ゆうすけ 函館市
17163 木　下　　　匠 札幌市
17164 福　田　康　夫 ニポポ◆ＲＣ
17165 佐　藤　和　英 東神楽町
17166 相　馬　則　行 札幌市
17167 簑　田　哲　司 赤穂水練
17168 山　崎　泰　照 札幌市
17169 松　田　哲　也 群馬県
17170 伊　藤　匡　史 札幌市
17171 岩　田　明　賀 帯広市
17172 岩　木　豊　二 旭川日産
17173 石　黒　友　伊 札幌市
17174 長谷川　　　要 東京都
17175 管　野　睦　郎 茨城県
17176 安　住　　　浩 ＣＳ北海道
17177 今　井　康　士 札幌市
17178 大　原　和　剛 茨城県
17179 宇佐美　修　一 宅配クック１２
17180 増　田　拓　也 札幌市
17181 多　田　　　格 札幌市
17182 山　下　亮　介 札幌市
17183 島　　　真　琴 ｍｏｎｃｏｚｙ
17184 木　藤　隆　介 札幌市
17185 稲　垣　　　治 千葉県
17186 渡　辺　裕　文 千葉県
17187 荒　井　徹　也 札幌市
17188 齋　藤　豊　彦 千葉県
17189 久保田　正　明 ＴＢＤ
17190 水　戸　　　宏 兵庫県
17191 山　部　肇　次 金長ポンポコ
17192 米　村　康　隆 なんちゃってＣ
17193 下　山　英　明 青森県
17194 上正原　　　勝 札幌市
17195 阪　本　浩　樹 島津製作所
17196 山　下　　　健 新潟県
17197 小　林　直　彦 札幌市
17198 武　田　則　昭 チームにぼし君
17199 重　綱　滉　樹 札幌市
17200 鈴　木　　　宣 チーム三日月
17201 松　野　　　孝 六華ランナーズ
17202 斎　藤　誠　一 ＹＵＭＡ
17203 田　中　有　佑 札幌市
17204 上　原　一　樹 新ひだか町
17205 飯　山　　　学 札幌市
17206 齊　藤　慎　吾 札幌市
17207 柳　瀬　博　光 渡辺会計
17208 竹　田　宜　人 札幌市
17209 植　西　泰　文 札幌市
17210 松　永　　　靖 十勝プロレス
17211 高　橋　勝　也 福島県
17212 猪　貝　優　介 札幌市
17213 久保田　　　力 兵庫県
17214 石　田　智　大 千歳市
17215 小　山　憲　一 札幌市
17216 能　登　和　哉 ｍｏｎｃｏｚｙ
17217 塩　澤　永　史 ｍｏｎｃｏｚｙ
17218 瀬　川　　　清 旭川市
17219 黒　川　健　太 札幌市
17220 加　地　敏　博 石川県
17221 大野木　　　裕 静岡県
17222 佐　竹　昇　一 山歩くらぶ
17223 樋　口　龍乃介 埼玉県
17224 山　口　明　久 やっぱり？ゆに
17225 土信田　　　進 茨城県
17226 松　野　達　也 札幌蒼生会
17227 川　村　哲　夫 兵庫県
17228 杉　浦　顕　倫 愛知県
17229 佐々木　温　史 埼玉県
17230 戸　松　一　紀 札幌市
17231 竹　村　和　朗 お散歩マラソン
17232 吉　川　芳　弘 札幌交通
17233 浪　内　一　徳 札幌市
17234 中　村　昌　弘 網走市
17235 塚　田　一　仁 シゴトガイド
17236 安　藤　　　徹 函館市
17237 泉　　　一　宏 帯広市
17238 畑　　　　　博 札幌市
17239 菅　原　光　男 北広島市
17240 宮　下　吉　広 石川県
17241 中　江　恭　之 札幌市
17242 河　原　　　潤 札幌道都病院
17243 伊　藤　嗣　剛 愛知県
17244 小　林　秀　裕 デザインセンタ
17245 齋　藤　雄　斗 札幌市
17246 阿　部　陽闘志 チームねねすけ
17247 宇　野　克　也 札幌市
17248 高　森　清　隆 札幌市
17249 竹　田　優　次 札幌市
17250 浜　田　寛　之 札幌市

…日本陸上競技連盟登録競技者
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17251 藤　川　信　一 札幌市
17252 高　橋　祐　一 札幌市
17253 山　田　和　則 ヤマト
17254 佐　藤　裕　太 ＩＳＨＩＹＡ
17255 佐　藤　大　吾 ＲＩレーシング
17256 原　田　　　誠 （株）ほくべい
17257 佐　藤　　　賢 神奈川県
17258 宮　川　明　広 神奈川県
17259 垰　野　治　次 広島県
17260 伊　藤　篤　志 江別市
17261 尾　方　進　吾 ワルノリ
17262 森　内　康　成 ＳＡＮＤＹ
17263 雨ヶ崎　敦　志 苫小牧市
17264 関　川　英　幸 茨城県
17265 土　肥　満　広 由仁中学校
17266 加　藤　達　也 東京都
17267 髙　橋　知　也 札幌市
17268 林　　　徹　也 江別市
17269 中　村　雄　太 札幌市
17270 西　村　　　康 ＪＡびらとり
17271 門　別　　　優 ＪＡびらとり
17272 増　山　　　定 よしだ眼科
17273 清　水　伸市郎 ＴＫｇｓｖｃ
17274 小野里　洋　平 群馬県
17275 花　田　航　太 札幌市
17276 黒　尾　祐　司 キヤノン宇都宮
17277 鈴　木　瑠　晟 釧路市
17278 大田原　和　久 滝川市
17279 齊　藤　清　祐 札幌市
17280 高　崎　真　敏 札幌市
17281 杉　江　秀　基 神奈川県
17282 畑　森　剛　士 東京都
17283 川　崎　俊　輔 江別市
17284 蔵　下　大　晃 広島県
17285 西　山　彰　一 札幌市
17286 斉　藤　慎　也 埼玉県
17287 高　橋　正　人 レモンサワーズ
17288 大　下　忠　宣 大阪府
17289 橋　本　拓　磨 札幌市
17290 東　　　直　弥 ナラサキＡＣ
17291 須　川　和　浩 札幌市

17292 有　澤　達　陽 愛知県
17293 森　　　勝　豊 鹿追町
17294 畑　中　　　弾 鹿追町
17295 古　田　雅　弘 神奈川県
17296 小　門　正　人 札幌市
17297 高　田　貴　広 福岡県
17298 池　田　雄　一 札幌市
17299 川　崎　純之亮 まる鮨
17300 高　橋　遼　平 北広島市
17301 三　浦　晴　樹 あんりんクラブ
17302 関　根　優　太 小清水町
17303 澤　田　裕　俊 小樽市
17304 竹　中　　　学 恵庭市
17305 池　田　彬　人 苫小牧市
17306 南　場　惇　樹 ふじ研究所
17307 藤　沼　雅　之 神奈川県
17308 杉　谷　　　修 佐賀県
17309 谷　井　啓　元 青森県
17310 武　野　重　雄 千葉県
17311 佐　藤　純　哉 東京都
17312 井　出　将　貴 札幌市
17313 荒　井　ゆたか 衆議院議員
17314 村　上　勝　揮 江別市
17315 千須和　陽　太 カローラ札幌
17316 小　島　一　平 鹿追町
17317 成　田　喜　行 ＤＲＣ
17318 細　野　　　望 札幌市
17319 水　野　一　平 函館市
17320 原　田　幹　夫 札幌市
17321 小　林　哲　也 東京都
17322 細　川　達　広 札幌市
17323 四　方　　　寿 兵庫県
17324 五十嵐　　　航 札幌市
17325 川　畑　陽　平 神奈川県
17326 菊　池　崚　太 モテたい～ズ
17327 向　井　洋　平 札幌市
17328 島　崎　祐　一 江別市
17329 重　歳　　　実 旭川市
17330 甲　斐　照　和 苫小牧市
17331 澤　田　貴　祐 札幌市
17332 橋　本　一　康 モテたい～ズ

17333 西　島　勇　武 伊達市
17334 四　栗　寛　大 苫小牧市
17335 田　中　孝　一 神奈川県
17336 新　玉　哲　也 札幌市
17337 今　村　彰太郎 神奈川県
17338 浜　田　佳　佑 旭川市
17339 土　井　康　裕 チームひとり
17340 小　寺　将　悟 北見市
17341 野　本　　　大 羽生市代表
17342 申　　　京　和 北海道朝鮮学校
17343 布　施　大　祐 江別市
17344 菅　野　秀　樹 勇舞ＲＣ
17345 大　坪　弘　治 札幌市
17346 石　岡　健　太 苫小牧市
17347 田　畑　仁　之 鳥取県
17348 助　川　嘉　章 かっぱちゃん
17349 東　　　亮　佑 札幌市
17350 市　原　志　信 中川町
17351 國　分　孝　昭 神奈川県
17352 谷　津　慶　則 札幌市
17353 脇　坂　博　行 札幌市
17354 佐　藤　伶　音 北海道大学
17355 大　類　健太郎 札幌市
17356 矢　辺　光　宏 なし
17357 佐　藤　貴　啓 札幌市
17358 東　所　勝　則 東所家
17359 北　河　実　則 札幌市
17360 清　野　智　行 千葉県
17361 根　岸　伯　和 アサヒ飲料
17362 長　瀬　基　良 東京都
17363 川　村　利　行 札幌市社協
17364 坂　東　伸　幸 北斗ＲＣ
17365 境　　　晃　汰 札幌市
17366 菊　池　旺　吏 東京都
17367 末　松　和　道 札幌市
17368 原　田　　　勝 札幌市
17369 吉　見　竜　馬 札幌市
17370 髙　橋　大　行 札幌市
17371 武　藤　史　舟 苫小牧市
17372 小池田　徹　也 アルソック
17373 小　林　　　真 札幌市

17374 濱　下　尚　志 旭川市
17375 朝　倉　　　渉 札幌市
17376 辻　　　陽　平 アルケア
17377 佐　藤　晴　彦 みずほ証券
17378 金　子　　　旦 札幌市
17379 渡　部　　　拓 札幌市
17380 大　口　純　一 ＨＰＲＣ
17381 塚　本　誠　生 ＃そーりーデ部
17382 佐々木　健　太 苫小牧市
17383 小笠原　圭　太 なし
17384 沖　野　健　一 埼玉県
17385 茨　目　壮　汰 札幌市
17386 森　　　建　人 札幌市

視覚障がい者の部
191 堀　越　信　司 ＮＴＴ西日本
192 熊　谷　　　豊 三井ダイレクト
193 和　田　伸　也 長瀬産業
194 高　井　俊　治 Ｄ２Ｃ
195 山　下　慎　治 コロプラ
196 米　岡　　　聡 三井住友海上
1313 村　上　拓　也 太陽企画
2684 山　下　幸　長 ＲＵＮ－札幌
6132 白　石　光　洋 東京陸協
7547 野　尻　　　誠 長居わーわーず
8323 石　山　朋　史 バンバンクラブ
8324 島　　　信一朗 伴走フレンドリ
8635 小野寺　慎　治 仙台視障ＲＣ
8636 安　藤　隆　晴 長居わーわーず
10828 澤　田　貴　昭 伴フレ札幌
14082 山　本　　　泰 Ｌ＆Ｒ
14083 井　澗　　　孝 札幌市
14084 新　井　啓　介 神奈川県
14950 宮　川　明　博 ラビットクラブ
15788 木　村　健　三 桃太郎パトナズ
17080 南　田　純　一 札幌市
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51 上　杉　真　穂 スターツ
52 松　下　菜　摘 天満屋
53 前　田　穂　南 天満屋
54 池　田　千　晴 日立
55 下　門　美　春 埼玉医科大学Ｇ
57 岡　田　　　唯 大塚製薬
58 菊　地　優　子 ホクレン
251 山　口　　　遥 ＡＣ　ＫＩＴＡ
252 青　木　奈　波 岩谷産業
253 大　井　千　鶴 ＮＡＲＡ－Ｘ
254 関　野　　　茜 コモディイイダ
255 山ノ内　みなみ ラフィネ
256 髙　野　温　菜 ＰＴＣ
257 楠　瀬　祐　子 東日本実業団
258 蟻　塚　真　衣 ＰＴＣ
259 遠　藤　知　佐 ＰＴＣ
260 三　木　楓美子 ＯＢＲＳ
261 足　立　結　香 ランプロ北九州
262 冨　井　菜　月 ＰＴＣ
263 豊　田　由　希 愛媛銀行
264 棚　池　穂乃香 大塚製薬
265 市　原　梨　花 宮崎銀行
266 室　伏　ほのか 静岡陸協
20001 池　田　真由美 新潟県
20002 中　野　　　舞 東京ベイＲＣ
20003 筒　本　恭　実 広島県庁ＲＣ
20004 森　川　千　明 ＳＢＩアラプロ
20005 田　中　友　理 大阪陸協
20006 坂　本　久美子 埼玉陸協
20007 正　木　裕　美 東京陸協
20008 北　谷　友梨佳 愛知県庁クラブ
20009 米　倉　ま　り 大濠ランナーズ
20010 古　賀　夕　貴 庄内ＲＴ
20011 佐　藤　夏　実 ランニング・デ
20012 篠　崎　　　愛 佐野厚生連病院
20013 鈴　木　麻　少 大阪学院大学
20014 大　村　弥　生 ダイソンズ
20015 清　水　穂　高 ＮＡＲＡ－Ｘ
20016 弓削田　眞理子 埼玉おごせ石川
20017 竹　川　ひなの ランプロ北九州
20018 小　栁　由　香 内田治療院
20019 野　永　美　咲 Ａｔｈｌｅｔｅ
20020 澤　井　いずみ 作．ＡＣ北海道
20021 大　峽　英　里 富山県
20022 早　崎　麻　美 旭川走友会
20023 花　岡　洋　子 博多陸友会
20024 川　西　美　穂 内田治療院陸上
20025 吉　田　尚　子 ランデザイン
20026 川　村　　　綾 札幌陸協
20027 伊　藤　千　恵 柏市役所
20028 日　比　あき子 大阪陸協
20029 田　端　り　ん ハノハノ陸上部
20030 湊　　　瑛　穂 千葉陸協
20031 中　安　友　美 ＲｅＲｕｎＲＣ
20032 石　黒　　　恵 ララ学園ＡＣ
20033 矢　野　　　恵 大分陸上競技協
20034 田　口　亜利沙 鳥栖陸協
20035 見　嶋　真紀子 サウルスＲＣ
20036 沢　田　愛　里 ハニーアクショ
20037 太　田　　　茜 尾張旭ＲＣ
20038 伊　東　ありか 宮崎県
20039 樋　口　知　子 ナイトランＡＣ
20040 浅　原　かおり ＳＭＩＬＥＹ
20041 大　西　恵美子 愛媛陸協
20042 吉　光　和　恵 倉敷福田走友会
20043 佐　藤　詩　織 ちばりよ～ＲＣ
20044 森　田　真理子 千葉陸協
20045 渡　辺　幸　重 岐阜県
20046 川　井　未　緒 アトミクラブ
20047 文　村　美　和 大分陸協
20048 正　木　美菜子 ＲｅＲｕｎＲＣ
20049 小　谷　ま　り 焼き鳥ランニン
20050 北　山　有　香 道央陸協
20051 下　村　亜夕美 ＡＬＩＥ　ＲＣ
20052 後　藤　恵美子 東京都
20053 佐々木　洋　美 オホーツク陸協
20054 小板橋　美　和 チームｅｍｄａ
20055 米　田　典　子 チームｅｍｄａ
20071 斉　藤　由紀子 Ｒ２北海道
20072 佐　藤　夕　子 さいたま走友会
20073 杉　山　登貴美 Ｚｉｐ－ＲＣ
20074 光　岡　美　貴 札幌陸協
20075 池　田　美穂子 ちばりよ～ＲＣ
20076 柴　田　美　幸 島．ＲＣ千歳
20077 志　村　未　奈 Ｒ２東日本
20078 大　谷　磨　耶 酒ＲＵＮ
20079 佐　藤　康　子 ニッポンランナ
20080 伊　藤　絵　美 三田アスリート
20081 梶　原　千　裕 大坂陸協
20082 平　山　真由美 アトミクラブ
20083 大　山　まど薫 Ｒ２東日本
20084 今　田　麻紀子 火曜日練習会
20085 竹　中　裕　美 道南陸協
20086 安　田　やよい 五泉市陸協
20087 下　平　麿利子 リスタート
20088 原　　　　　綾 エクセルＲＣ
20089 岩　崎　麻　日 北広島双葉小
20090 川　瀬　はるな ＲＳＬＡＢ
20091 矢　崎　なつみ クラブＲ２
20092 柴　田　洋　子 川崎市陸協
20093 今　泉　美　喜 愛知県
20094 衣　笠　祐　子 ＳＭＩＬＥＹ
20095 平　野　佳那子 クラブＲ２

20096 杉　原　有　美 東京陸協
20097 田　村　瑠　紗 東京
20098 石　川　涼　子 東京陸協
20099 佐　竹　一　美 まるＲＣ
20100 太　田　尚　子 作•ＡＣ北海道
20101 加　藤　千代子 名古屋市役所
20102 平　賀　祥　子 ＴＢＲＣ
20103 阿　萬　香　織 札幌陸協
20104 色　川　富美子 千葉陸協
20105 池　亀　綾　実 ＡＣ・ＫＩＴＡ
20106 三　浦　佐知子 大阪陸連
20107 大　谷　潤　子 西宮市陸協
20108 田　中　千　絵 東京都
20109 関　　　侑　華 東京陸協
20110 染　野　かずみ ハリアーズ
20111 山　賀　　　操 福岡陸協
20112 西　島　百　香 ＧＲｌａｂ関東
20113 榎　本　久　子 神奈川県
20114 芦　野　さやか 東京都
20115 小　都　もえこ 札幌市
20116 長　田　和　奈 ＲｅＲｕｎＲＣ
20117 小　林　智　子 埼玉県
20118 見　城　香　織 ＪＩＮＧＥＲ
20119 大久保　絵　里 東京都
20120 山　口　直　子 和歌山県
20121 尾　﨑　彩　加 和歌山県
20122 山　口　　　幸 和歌山県
20123 大　内　亜希子 札幌市
20124 三　島　陽　子 大阪陸協
20125 李　　　　　瑶 愛知県
20126 濱　田　浩　子 大阪陸協
20127 岩　本　多恵子 東京陸協
20128 石　川　恵　子 室見川ＲＣ
20129 笠　谷　仁　美 王寺ランナーズ
20130 三　舩　絵　菜 川崎市陸協
20131 中　村　正　子 東京陸協
20132 平　　　和　子 ちばりよ～ＲＣ
20133 小　野　千　愛 横浜市陸協
20134 佐　藤　晴　香 ＣＲ２北海道
20135 ワメーザ　ユリア 東京陸協
20136 深　町　識　子 宮城県
20137 中　里　淳　子 カンレキー
20138 岩　城　あづみ ちばりよ～ＲＣ
20139 松　原　有　紀 ムーンレインボ
20140 青　木　理　沙 Ａｉｌｅ
20141 小　林　智　美 Ｊ．ＣＡＢＡＬ
20142 林　　　小百合 京都府
20143 李　　　美　映 クラブＲ２
20144 榎　本　　　薫 サウルスＲＣ
20145 水　戸　　　薫 ラン愛練習会
20146 山　越　友　絵 ＧＭＲ
20147 土　田　かおり 東京都
20148 須　田　道　代 小樽市
20149 才　田　裕　美 東広島市陸協
20150 石　川　ゆかり 埼玉＠石川眼科
20151 高　橋　朋　恵 作．ＡＣ札幌
20152 塚　原　有　華 クラブＲ２
20153 寺　島　美貴子 庄内ＲＴ
20154 清　田　絵里衣 広島県
20155 落　合　　　新 東京都
20156 清　田　明　子 廿日市市陸協
20157 松　田　久美子 アトミクラブ
20158 奥　村　理　恵 凡人ＲＣ
20159 田　中　香緒莉 Ｒ２東日本
20160 柴　田　遥　華 ＪＲ東日本千葉
20161 天　野　みなみ 千葉県陸協
20162 阿　部　和　枝 ＵＳＡＭＩＲＣ
20163 塚　本　祐　美 Ｒ２東日本
20164 小　林　優紀子 作ＡＣ札幌
20165 前　田　さと子 ＨＮＹＧＤ．
20166 福　田　隆　子 Ｇｏ　ｕｐ
20167 清　水　友　美 青森県
20168 大　西　久美子 ハリアーズ
20169 成　田　真　紀 東京陸協
20170 松　田　美樹子 ＳＲＣ４０９
20171 矢　崎　めぐみ 神奈川県
20172 高　橋　愛莉沙 東海大学
20173 大　橋　麗　子 盛岡市陸上競技
20174 武　内　あずさ 東京都
20175 泉　　　裕　子 ミズノ
20176 諏　訪　有貴子 神奈川県
20177 有　路　玲　子 北村山陸協
20178 生　田　梨　歌 愛知県
20179 大　庭　知　子 霞ケ丘ＡＣ
20180 小　川　夕　希 ＪＩＮＧＥＲ
20181 辻　　　佳世子 愛知県
20182 菅　田　祥　子 ベル２４
20183 三　橋　裕　子 Ｍ平塚
20184 森　内　千　鶴 北海道
20185 浅　沼　由　香 ちばりよ～ＲＣ
20186 山　中　庸　子 東京陸協
20187 小　林　美　香 神奈川県
20188 福　田　恵里佳 山梨県
20189 田　中　倫　子 札幌市
20190 右　崎　美由紀 愛媛県
20191 入　交　佐　和 東京陸協
20192 岸　　　正　恵 東京陸協
20193 峯　嶋　奈都美 東京陸協
20194 庄　内　菜穂子 ｅＡ東京
20195 立　川　麻　美 東京陸協
20196 高　橋　花　菜 東海理化
20197 太　田　京　子 札幌陸協
20198 黒　沢　一久恵 ＪＩＮＧＥＲ

20199 大井戸　麻　衣 作．ＡＣ
20200 西　山　亮　子 ポポロＡＣ
20201 李　　　紅　梅 ＴＴＲ
20202 小　野　浩　美 ポポロＡＣ
20203 武　田　美智代 釧路市
20204 石　川　　　操 ファントレイル
20205 武　田　桃　果 札幌市
20206 村　上　めぐみ 東京都
20207 宮　崎　結希乃 東京都
20208 野　尻　美　香 札幌陸協
20209 関　　　まどか 敷根クラブ
20210 森　　　美由紀 多摩川クラブ
20231 小　出　裕　美 京都府
20232 横　田　聖　子 高松市陸協
20233 加　藤　かおる 札幌陸協
20234 藤　井　理恵子 火曜日練習会
20235 吉　田　知　子 福岡陸協
20236 山　中　かほり 千葉県
20237 後　藤　明　美 ＦＲＯＧ
20238 川　口　里　美 糟屋陸協
20239 吉　村　人　美 愛知県
20240 佐　藤　祐　子 吉野川市陸協
20241 吉　田　理　子 愛知県
20242 江　崎　　　忍 釧路地方陸協
20243 永　山　　　怜 東京都
20244 小　野　あさ枝 大分陸協
20245 瀬　良　直　子 ＬＲ壱軸倶楽部
20246 佐　藤　永　子 東京都
20247 神　谷　淳　子 茨城県
20248 古　藤　東望子 福岡県
20249 出　田　まど佳 福岡県
20250 小　熊　翔　子 東京陸協
20251 林　　　頼　子 道南陸協
20252 高　畠　しのぶ リスタート
20253 宮　本　勝　代 京都マスターズ
20254 内　山　恵理子 イムラＡＡ
20255 山　本　　　舞 ＲＩＳＥ　ＲＣ
20256 西　尾　美　耶 札幌市
20257 細　木　美智江 トラック東京
20258 兼　岡　理　恵 ウィングＡＣ
20259 森　岡　　　暁 北海道陸上競技
20260 中　村　清　恵 チーム味和久
20261 堺　　　朋　子 博多陸友会
20262 稲　吉　君　枝 福岡県
20263 山　崎　直　美 大阪府
20264 大　谷　知　夏 神戸市陸協
20265 吉　田　絵　里 千葉県
20266 青　戸　敦　子 名古屋テレビ
20267 野　崎　加奈子 東京都陸連
20268 今　井　香　子 ウルプロ
20269 上　村　由起子 広島県
20270 鈴　木　裕　美 青森県
20271 大　西　純　子 Ｒコンセプト
20272 阪　本　翔　子 ＪＲ東日本東京
20273 横　山　いつき ランニング・デ
20274 濱　田　淳　子 神戸市陸競
20275 山　谷　あずさ 札幌市
20276 宮　岡　　　彩 埼玉県
20277 横　岩　恵利子 札幌市
20278 高　橋　奈　々 Ｏｎ
20279 濱　崎　淳　子 東京都
20280 石　上　聡　子 ＪＩＮＧＥＲ
20281 三　谷　麻　美 神奈川県
20282 林　　　ゆかり 東京都
20283 増　田　清　子 ＴＲＡＣＫ東京
20284 佐々木　美　穂 作．ＡＣ札幌
20285 岩　田　恵　理 東京都
20286 寺　本　美奈子 Ｒ２東日本
20287 入　江　麻衣子 兵庫県
20288 熊　坂　喜代子 ＯＮＥＴＯＫＹ
20289 小　林　由紀子 千葉県
20290 東　　　絵里香 ドランカーズ
20291 資　延　　　薫 札幌市
20292 天　野　薫　子 埼玉陸協
20293 松　井　葉　子 札幌市
20294 坪　井　美　奈 ＩＢＩＲＥＮ
20295 大　石　つばさ 静岡県
20296 高　橋　　　綾 北海道マラソン
20297 豊　田　夕香里 東京都
20298 鈴　木　純　子 三菱重工神戸
20299 瀬　崎　鈴　乃 浜松うましか
20300 工　藤　　　愛 ハイウインド
20301 中　澤　葉　子 ウィングＡＣ
20302 大　門　由　夏 栃木県
20303 瀧　上　純　子 Ｒ２北海道
20304 廣　嶋　優　子 東京都
20305 神　原　百　合 南蛮連合
20306 服　部　亜希子 Ｊ．ＣＡＢＡＬ
20307 間　宮　　　葵 ｇａｔｅａｍ
20308 徳　田　和　美 ウルトラプロジ
20309 前　田　千　晴 チェリー組
20310 加　島　由美子 アトミクラブ
20311 馬　場　美　帆 作．ＡＣ札幌
20312 梶　谷　奈　美 ＲＩＳＥ　ＲＣ
20313 田　中　友花里 千葉県
20314 兼　西　笑美子 チーム　ぷっ
20315 山　田　ちひろ Ｒコンセプト
20316 金　　　昭　賢 札幌市
20317 岸　田　絢　子 大阪府
20318 福　島　美奈子 六華ランナーズ
20319 渡　邉　千　晴 京都府
20320 村　瀬　文　子 石川県
20321 川　田　晴　日 ＭＲＣ

20322 中　山　八千代 フォーアワーズ
20323 伊　藤　優　衣 東京都
20324 鈴　木　志　保 二子玉川走友会
20325 平　松　陽　子 鳴松クラブ
20326 七　崎　美　嘉 函館米穀
20327 佐賀井　奈　穂 エスマラソン部
20328 橋　本　道　子 ランニング・デ
20329 永　野　なおみ 東京都
20330 中　西　春　香 ダイハツ北海道
20331 上　村　志　保 Ｃ＆Ａ成田
20332 阿　江　祥　子 えもと塾
20333 田　城　周　子 札幌スポ館ＲＣ
20334 小　坂　則　子 長崎県
20335 町　野　里　美 札幌スポ館ＲＣ
20336 伊　藤　智　子 札幌市
20337 水　谷　美乃里 東京都
20338 内　藤　弥栄子 ＮＭＣ
20344 吉　田　安　奈 北海道
20351 金　井　美　鈴 尼崎市陸協
20352 甲斐田　美　紀 ＮＥＣ三田
20353 西　川　玉　枝 札幌市
20354 松　平　佳　子 ランコネ
20355 笹　井　万友美 東京陸協
20356 川　崎　恵　子 西川ＲＡＣ
20357 中　村　菜穂子 東京陸協
20358 押　田　絵梨香 埼玉県陸協
20359 佐　澤　純　子 札幌市
20360 山　本　尚　子 札幌陸協
20361 近　藤　真　由 千葉県
20362 鍋　島　由香里 東京都
20363 冨　吉　祐　衣 千葉県
20364 中　嶋　洋　子 弘前公園ＲＣ
20365 中　村　直　子 広島県
20366 早　川　愛　子 クラブＲ２
20367 小　川　京　子 道マラソンク
20368 板　倉　智恵子 札幌市
20369 飯　田　佳　子 ＯＮＥ　ＴＯＫ
20370 鈴　木　思　鶴 千葉県
20371 須　田　奈々恵 Ｒ２東日本
20372 巴　山　陽　子 三沢塾
20373 山　村　知　美 神奈川県
20374 今　西　亜　美 キャラサラ
20375 稲　尾　彩　奈 山口県
20376 石　坂　聖　子 沖縄陸協
20377 千　葉　有　樹 釧路
20378 野　澤　亜由子 俺らの多摩川
20379 平　野　智　子 佐賀県庁松尾会
20380 西　山　優　子 神奈川県
20381 井　上　　　文 ＧＭＲＣ
20382 於　保　恭　子 味スタＲＣ
20383 早稲田　奈都子 福岡県
20384 内　田　　　梓 埼玉県
20385 橋　本　和　子 東京都
20386 兵　頭　学　子 愛媛県
20387 北　村　美　穂 神奈川県
20388 熊　谷　みやび 東京都
20389 神　谷　佐知子 東京都
20390 番　場　美　祐 高知県
20391 上　月　閑　加 作．ＡＣ札幌
20392 佐々木　裕　美 東京都
20393 加　藤　奈　美 チームアクロス
20394 川　崎　　　望 Ｊｉｃｔ
20395 高　山　洋　子 タカヤマラソン
20396 夏　目　富　子 Ｒ’Ｎｕｔｓ
20397 若　宮　恵理子 ＯＮＥＴＯＫＹ
20398 榎　本　眞　弓 東京マスターズ
20399 松　本　杏　奈 神奈川県
20400 伊　藤　智　子 札幌陸協
20401 阿　部　真衣子 橋本山岳部
20402 井　上　百々子 ＪＩＮＧＥＲ
20403 高　原　多加代 ＡＭＵＲＯＲＣ
20404 袖　之　清　乃 ＴｏｐＧｅａｒ
20405 松　岡　郁　子 札幌市
20406 北　村　洋　子 神奈川県
20407 増　田　愛　子 東京陸協
20408 藤　田　奈弥子 東京陸協
20409 中　林　頼　子 狭山池夕焼け
20410 林　　　弘　乃 東京陸協
20411 地　高　ゆかり つじかぜＡＣ
20412 笹　館　菜　月 神奈川県
20413 高　岸　成　美 ＫＡＲＡんＳＵ
20414 小　野　敦　子 東京陸協
20415 有　岡　沙　紀 札幌市
20416 澤　田　真　理 愛知県
20417 青　木　紗矢香 クリアー歯科
20418 谷　本　千鶴子 ＴアスリートＣ
20419 芹　澤　和　恵 愛知県
20420 吉　川　由紀子 走れメロスの会
20421 石　元　智　美 熊本県
20422 川　井　美　黎 タカマラソン
20423 井　上　千　春 サムズ・アップ
20424 桜　井　富士枝 札幌市
20425 水　谷　千　佳 兵庫県
20426 金　子　一　美 東京都
20427 市　川　美　歩 千葉陸協
20428 柳　澤　明　美 札幌スポ館ＲＣ
20429 鈴　木　佐　梨 福岡県
20430 大　植　成　美 大阪府
20431 守　山　文　子 ＣＲ２東日本
20432 杉　江　亜佐子 日東ランナーズ
20433 松　井　巴　香 東京都
20434 松　田　由　美 函館走ろう会
20435 本　庄　　　恵 ブルードラゴン
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20436 吉　武　由　紀 福岡県
20437 永　井　紗央梨 ステップ
20438 沼　部　真理子 東京都
20439 渡　辺　智　子 東京都
20440 長　江　麻衣子 クラブＲ２東日
20441 石　川　三　枝 札幌市
20442 河　野　悦　子 アトミクラブ
20443 河　辺　早和子 日本縦断還暦Ｒ
20444 久保田　たまも 札幌市
20445 佐　藤　嘉志子 クラブＲ２中日
20446 津　山　多賀代 Ｕ．Ｒ．Ｃ
20447 菊　池　由起子 東京都
20448 多　賀　なるみ 大濠ランナーズ
20449 橋　本　里　実 壱軸倶楽部
20450 喜　多　寿　代 所沢おおはら村
20451 倉　岡　麻　乃 ＢＴＲＣ沖縄
20452 高　見　千　尋 兵庫県
20453 後　藤　充　代 名古屋市役所
20454 高　田　　　恵 鹿児島県
20455 中　村　民　子 大阪陸協
20456 門　林　留　理 大阪府
20457 山　田　純　子 東京都
20458 林　　　千　雅 ＳＭＩＬＥＹ
20459 山　本　さやか 福島県
20460 富　田　加奈子 神奈川県
20461 島　田　美由紀 神奈川県
20462 坂　口　真　子 日本ハム（株）
20463 星　　　麻　樹 東京陸協
20464 衣　川　　　恵 大阪府
20465 小　坂　紀　絵 東京都
20466 内　田　有　香 札幌市
20467 高　浜　香　澄 Ｒｕｎｕｐ
20468 中　島　美　音 東京都
20469 日比野　由　佳 株式会社日比野
20470 阿　部　まり子 千葉県
20471 兒　玉　里　恵 ｃｌｕｂＭＳＲ
20472 松　橋　優　美 札幌市
20473 小野寺　利　絵 南蛮連合
20474 中　村　直　子 スポ館ＲＣ
20475 日　下　　　薫 札幌市
20476 太　田　亜紀子 札幌市
20477 宿野部　梨　沙 北海道ガス
20478 和　田　昌　子 うさおＲＣ
20479 對　馬　美　保 ＠ＮＡＮＡＥ
20480 梅　本　かほり 苗穂ランナーズ
20481 尾　関　佳代子 千葉県
20482 田　島　樹　理 千葉マスターズ
20483 吉　田　雅　子 ウィングＡＣ
20484 瀬　野　加奈子 ペルピエＲＣ
20485 村　山　かおり 牛久走友会
20486 山　田　祐美香 千歳市
20487 水　町　美　保 東京都
20488 麻　生　　　愛 福岡陸連
20489 松　尾　一　美 札幌市
20490 家　城　雅　美 東京陸連
20491 高　橋　知恵美 大分県陸協
20492 金　田　　　良 中央労災病院
20493 野　崎　あゆみ 宮城陸連
20494 奥　名　真　由 札幌市
20495 米　田　奈　央 東京都
20496 矢　部　麻　貴 東京陸協
20497 澤　　　由　美 作ちょっとラン
20498 静　間　知　加 トッチッカ
20499 藤　田　寛　奈 東京都
20500 森　　　友　紀 愛知県
20501 山　田　　　忍 札幌市
20502 稲　生　有紀子 三重県
20503 本　原　昌　美 ｅＡ大阪
20504 野　元　恭　子 福岡県
20505 伊　神　知　子 伊神切手社
20506 堀　　　智　子 大阪府
20507 横　山　美奈子 札幌市
20508 近　藤　　　碧 東京都
20509 稲　場　綾　子 八尾ＡＣ
20510 田　中　まり子 頂プロジェクト
20511 進　藤　美千代 Ｒ＆Ｔ
20512 清　水　麻　紀 ＰＴＣ
20513 岩　崎　貴　子 東京都
20514 高　　　知　愛 広島県
20515 二本柳　志　穂 函館市
20516 木　上　　　倫 ＢＥＬＩＥＶＥ
20517 鈴　木　夕　雅 葛西ランナーズ
20518 河原木　ひろこ 大阪府
20519 苧　毛　鈴　奈 北見市
20520 島　崎　千　春 札幌市
20521 怡　土　ゆり恵 東京都
20522 井　出　千　尋 愛媛県
20523 下名迫　鈴　子 大阪府
20524 後　藤　玲　奈 ミフィオ
20525 汐　見　千　佳 東京都
20526 齊　藤　友　紀 札幌市
20527 山　本　正　美 東京都
20528 藤　澤　洋　子 函トラ
20529 永　嶋　かおり エアラン東京
20530 中　村　美　香 三重県
20531 伊　奈　潤　子 東京都
20532 太　田　弘　美 札幌市
20533 北　村　麻美子 ちばりよ～
20534 荻　原　友　香 東京都
20535 大　城　美　緒 福岡県
20536 木住野　円　華 ＰＴＣ
20537 杉　山　清　子 愛知県
20538 渡　邉　沙弥香 熊本県
20539 佐　藤　理　奈 熊本県
20540 山　田　桐　子 爆走マイペース
20541 木　村　さゆり 釧路ランナーズ
20542 久　保　咲　花 東京都
20543 飯　島　希　望 ＰＴＣ

20544 竹　中　由香里 千葉県
20545 今　泉　優　子 オーリンゲン
20546 栗　林　由利子 北海道マラソン
20547 牛　山　あゆみ シティランナー
20548 冨　田　瑠　美 北斗市
20549 藤　本　牧　子 大阪府
20550 堺　　　恵美子 熊本陸協
20551 金　井　みゆき ｌｅａｆ
20552 桜　沢　有　沙 神奈川県
20553 酒　井　富士子 ＹＲＣ
20554 鬼　丸　　　愛 東京都
20555 鶴　田　真紀子 恵佑会札幌病院
20556 中　野　ちはる 埼玉県
20557 浅　沼　睦　菜 愛知県
20558 花　井　千　尋 ちばりよ～ＲＣ
20559 田　村　朋　子 岩手陸協
20560 櫻　岡　那奈子 旭川市
20561 棟　近　　　幸 Ｒ２北海道
20562 許　　　紘　爾 神奈川県
20563 米　井　陽　子 大阪陸協
20564 田　中　已　惠 京都府
20565 石　川　里　菜 ＪＯＨＨＯＫＵ
20566 中　野　有紀子 キャラサラ
20567 高　橋　朋　子 にじっこらんど
20568 中　島　昌　子 埼玉県
20569 伊　藤　飛　鳥 東京都
20570 小　林　真　央 熊本県
20571 二　口　美　春 熊本県
20572 福　原　利　奈 稚内市役所
20573 渡　辺　正　美 千葉県
20574 舟　橋　静　香 愛知県
20575 木　暮　朗　子 東京都
20576 渡　邊　　　遥 神奈川県
20577 スティーヴンズ　洋子 神奈川県
20578 秦　　　　　舞 愛知県
20579 川　崎　真　実 札幌市
20580 鍬　形　　　心 松竹芸能
20581 小　山　友佳里 ズットランＡＣ
20582 真　田　和　子 真田丸
20583 齋　藤　香央理 柏葉脳神経外科
20584 田　中　順　美 札幌市
20585 鍋　山　直　子 室見川ＲＣ
20586 芝　原　智　子 東京都
20587 田　中　洋　子 ラーナーズ東海
20588 川　崎　志　保 兵庫県
20589 河　瀬　玲　奈 東京都
20590 矢　部　一　恵 札幌市
20591 菅　野　和　泉 宮城陸協
20592 山　口　恵　実 東京陸連
20593 河　合　純　子 タカヤマラソン
20594 中　高　ひろみ ＯＴＲＣ
20595 山　口　加代子 横浜市陸協
20596 児　山　直　美 沖縄県
20597 田久保　真　美 佐賀陸協
20598 新　井　　　薫 千葉県
20599 田　中　優　子 函館走ろう会
20600 高　橋　通　江 キャラサラ
20601 ＲＯＳＵ　ＩＯＮＥＬＡ エリートクラブ
20602 石　川　友紀子 山形県
20603 恵　良　さとみ 大人の部活大分
20604 菅　原　紀　子 仙台明走会
20605 西　端　美　香 道産子ま走る女
20606 青　木　玲　子 東京都
20607 佐　藤　真奈美 函館走ろう会
20608 高　橋　佳　子 手稲渓仁会病院
20609 杉　原　紀　子 ＴｏｐＧｅａｒ
20610 山　田　かおり 埼玉県
20611 柳　　　比奈子 コンタクトオフ
20612 岩　崎　明　美 大阪府
20613 音喜多　聡　美 札幌市
20614 金　子　恵理子 なし
20615 浅　見　智恵子 東京都
20616 三　浦　郁　実 ｒｕｎｎｅｒｓ
20617 落　合　麻里子 株式会社カネカ
20618 山　口　亜希子 兵庫県
20619 高　松　恵　美 東京都
20620 本　村　泰　代 茨城県
20621 大　塚　典　子 神奈川県
20622 山　内　千奈都 東京都
20623 中　丸　　　恵 東京都
20624 柴　田　理　恵 東京都
20625 下　村　有　未 しもむら電気
20626 野　瀬　路　子 キャラサラ
20627 和　田　友香里 熊本県
20628 本　田　直　美 東京
20629 新　津　あゆみ Ｋｉｎｇｙ’ｓ
20630 羽　山　美　和 ＳＥＡＤＡＹＳ
20651 松　村　眞　美 ランニングマン
20652 大　塚　仁　美 山梨県
20653 飛　澤　幸　恵 とびママ
20654 村　田　博　美 神奈川県
20655 山　田　麻衣子 札幌市
20656 平　川　洋　子 埼玉県
20657 渡　辺　清　美 大沢野陸上クラ
20658 中　川　麻　里 札幌市
20659 中　山　　　翠 川崎市陸協
20660 渡　部　亜　希 神奈川県
20661 林　　　美恵子 東京都
20662 増　山　由　香 トップギア広島
20663 物　種　ひとみ 大阪府
20664 相　馬　真　紀 ＣＲＥＥＥＤ
20665 川　森　奈緒子 新フリーラン
20666 山　本　愛　美 札幌市
20667 紀　平　真知子 神奈川県
20668 熊　谷　とも子 愛知県
20669 小　俣　由　佳 仏果スカイＣ
20670 土　屋　奈　緒 東京都
20671 山　田　ひとみ ＳＮＯＷ

20672 大　石　嘉　惠 東京都
20673 神　野　亜希子 ムーンレインボ
20674 渡　辺　澄　江 ニューフレンド
20675 堰　合　一　愛 神奈川県
20676 田　中　優　子 東京都
20677 森　山　文　子 大分県
20678 四　栗　ちゆき 札幌市役所
20679 後　藤　美　樹 札幌市
20680 納　谷　早　苗 三角山走友会
20681 斉　藤　由　香 函館ブライトン
20682 東　田　弘　美 兵庫県
20683 小　川　里　江 はなちゃん
20684 林　　　かおり 大阪府
20685 中　野　麻衣子 福島県
20686 加　藤　久　枝 東京都
20687 小　松　華　衣 札幌市
20688 森　田　美奈子 千葉県
20689 神　　　郁　子 １０ストライプ
20690 服　部　以久美 ＨＡＮＺＯ
20691 喜　多　弘　美 兵庫県
20692 尾　崎　弘　恵 札幌市
20693 堀　江　実　加 裸足ランニング
20694 新　沢　麻耶子 前橋陸協
20695 赤　間　佳　子 千葉県
20696 藤　川　弥　生 大阪府
20697 剱　持　敏　子 樽一倶楽部
20698 秋　山　志津江 チームばく
20699 佐　藤　伶　奈 宮城県
20700 小　林　容　子 長野県
20701 入　江　由紀子 三角山走友会
20702 田　中　和　代 神奈川県
20703 中　村　陽　子 ＮＫＫ大阪城Ｗ
20704 廣　瀬　裕　子 ＩＢＩＲＥＮ
20705 須　藤　うた子 北広島市
20706 成　尾　郁　子 ＦＲＯＧ
20707 南　　　真英子 チームピンク
20708 川　上　順　子 埼玉県
20709 巽　　　愛　菜 ＣＯＺＹＪＯＹ
20710 高　橋　美穂子 兵庫県
20711 長　山　朋　美 北見市
20712 白　山　　　薫 千葉県
20713 山　際　千　穂 三重県
20714 向　井　れい華 ＮＲ多摩
20715 石　田　桂　子 神奈川県
20716 青　木　よう子 札幌スポ館ＲＣ
20717 川　村　良　香 札幌市
20718 堀　部　真奈美 トリンプ
20719 長　山　友　紀 神奈川県
20720 大　里　香　織 ＵＳＡＭＩＲＣ
20721 木　下　和　美 神奈川県
20722 松　村　英美子 ＯＲＪ
20723 滝　沢　章　子 静岡県
20724 森　谷　志　保 札幌市
20725 青　木　浩　美 別所沼スマイル
20726 香　取　彩葉子 東京都
20727 北　浦　未　知 東京都
20728 實　野　　　薫 東京都
20729 遠　藤　幸　枝 葛飾マイペース
20730 柴　尾　祐　子 福岡県
20731 狩　野　真由子 東京都
20732 大　西　木　実 グッジョブ
20733 平　井　啓　江 札幌市
20734 名　嘉　悦　子 神奈川県
20735 青　野　理　恵 東京都
20736 石　井　郁　子 広島県
20737 中　嶋　あゆみ あゆらんにんぐ
20738 坂　本　英　子 埼玉県
20739 岡　田　有　未 富良野市
20740 野　口　由紀子 東京都
20741 信　田　美　樹 札幌市
20742 伊　藤　結　花 東京都
20743 内　藤　万奈未 京都府
20744 櫻　井　有香子 奈良県
20745 中　谷　ことみ ＯＫ２
20746 上　田　さちえ クラブＲ２
20747 中　原　日奈子 チ―ムマグナム
20748 石　原　貴美子 東京都
20749 植　村　治　美 東京都
20750 引　地　和　子 北海道大学
20751 櫻　井　純　子 沖縄県
20752 草　間　かおり ｂｅａｎｓ
20753 藤　田　　　香 ジブンノイチ
20754 橋　向　恵美子 函館走ろう会
20755 井　上　みどり 熊本県
20756 澤　里　あづみ 橋本山岳部
20757 前　川　奈　奈 ごはんおおもり
20758 堀　水　リ　サ 愛知県
20759 菅　原　幸　代 ちばりよ～ＲＣ
20760 佐　藤　雅　代 ＣＬＥＡＲ
20761 木　村　勢津子 東京都
20762 羽根田　千　秋 苫小牧市
20763 小　椋　美　雪 札幌市
20764 竹　原　麻　莉 岡山県
20765 間　　　裕　子 札幌市
20766 岡　久　雅　子 ニセコ町
20767 丹　羽　裕　子 大阪府
20768 宮　木　裕　子 埼玉県
20769 鶴　田　真由美 東京都
20770 目　出　綾　子 はりぼー
20771 眞　鍋　華奈子 銀桜ＲＣ
20772 北　村　博　子 ベオーネＡＣ
20773 渡　辺　　　愛 愛知県
20774 小　林　めぐみ 札幌市
20775 七　尾　理　沙 ウルプロ
20776 佐々木　理　久 東京都
20777 小　川　浩　子 千葉陸上競技会
20778 静　木　杏　子 札幌市
20779 清　澤　　　恵 ＲＤＣ　ＲＵＮ

20780 高　谷　るみ子 東京都
20781 三　好　美智恵 茨城県
20782 山　口　麻衣子 神奈川県
20783 杉　江　聖　子 愛知県
20784 中　谷　晴　美 宇佐美ＲＣ
20785 佐　藤　真　耶 佐藤家
20786 山　縣　裕　子 東京都
20787 柿　沼　明　美 栃木県
20788 大　柴　久　子 メガロス葛飾
20789 中　川　恵美子 奈良県
20790 佐々木　直　美 武庫川ＲＣ
20791 半　田　ほたる ホッチーノ
20792 畔　木　里　美 愛知県
20793 津久井　杏　奈 群馬県
20794 石　津　尚　子 旭川市
20795 鷲　頭　　　舞 苫小牧市
20796 小　野　衣　美 静岡県
20797 加　藤　章　子 兵庫県
20798 秋　山　玲　子 大阪府
20799 桶　谷　祥　恵 東京都
20800 山　本　真梨子 神奈川県
20801 安　田　恭　子 大阪陸協
20802 三　輪　直　子 東京都
20803 山　崎　知　子 札幌市
20804 澤　田　　　愛 中馬塾
20805 鬼　丸　真有美 東京都
20806 黒　田　由里子 東京都
20807 松　村　夕　子 兵庫県
20808 永　塚　千代子 ハリアーズ
20809 大久保　陽　子 埼玉県
20810 細　谷　みゆき Ｒ２東日本
20811 栗　田　恵美子 東京都
20812 田　中　栞　夏 兵庫県
20813 安　田　享　子 京都府
20814 程　田　水　保 ｉｇ横浜
20815 佐　宗　眞理子 グランシエル
20816 深　澤　友規子 神奈川県
20817 大　金　ふ　み 東京都
20818 土　井　洋　子 埼玉県
20819 森　賀　希代子 東京都
20820 三　田　清　美 東京都
20821 田　立　美　雪 岐阜県
20822 小　川　美貴子 愛知県
20823 稲　垣　奈　都 愛媛県
20824 千　坂　南　伊 東京都
20825 高　橋　亜紀子 東京陸協
20826 本　村　　　薫 Ｒ’ｓｔｙｌｅ
20827 古　口　明　子 東京都
20828 深　見　真　弓 札幌市
20829 水　野　彩恵理 京都府
20830 橋　本　佳　奈 愛知県
20831 江　藤　智　幸 ＲＤＣ　ＲＣ
20832 上　杉　裕　子 チームはっさく
20833 香　山　舞　美 ＷｉｎｄＲｕｎ
20834 杉　山　友美子 神奈川県
20835 的　場　日出加 明走会
20836 岩　井　　　薫 ＭＲＣ
20837 吉　岡　由紀子 奈良県
20838 石　川　結　子 ｔｗｉｓｔ
20839 高　木　美　穂 サウルス
20840 稲　葉　恭　子 東京都
20841 橋　川　実　生 石川県
20842 若　林　由　佳 札幌市
20843 川　口　みどり 町田市陸協
20844 森　本　美　沙 愛知県
20845 田　中　園　子 田中歯科クリニ
20846 塩　垣　久美子 東京都
20847 林　　　敦　子 紅林ＲＣ
20848 真　鍋　収　望 愛媛県
20849 斎　藤　慶　子 愛知県
20850 小　林　名緒子 リスタート
20851 梅　岡　知　子 神奈川県
20852 佐　藤　麻由果 東京都
20853 坂　井　瑞　生 作ちょっとラン
20854 田　中　彩　夏 ラミリート
20855 稲　冨　日奈子 大阪府
20856 野　村　美　月 ＣＯＺＹＪＯＹ
20857 佐　藤　朋　子 栗山小学校
20858 小　嶋　洋　子 Ｒ２北海道
20859 小　林　玲　子 リスタート
20860 三　浦　真紀子 クラブＲ２東北
20861 深　澤　康　代 三越
20862 山　崎　僚　子 東京都
20863 小野寺　早　紀 神奈川県
20864 中　谷　仁　美 ＲＩＳＥＲＣ
20865 大　森　邦　子 愛媛県
20866 片　岡　由　香 株式会社カネカ
20867 藤　田　智　子 大日本印刷
20868 中　川　久美子 作ちょっとラン
20869 坂　井　彰　子 札幌市
20870 高　橋　知　子 完走ブラザーズ
20871 中　竹　貴　子 ナチュラルフー
20872 伊　藤　律　子 札幌市
20873 細　谷　知　子 ＲＵＮ浜頓別
20874 菅　原　貴　子 かぶきんぐす
20875 小　野　はるか Ｒ２東日本
20876 木　下　亜由美 札幌市
20877 紺　野　可　倫 武田薬品
20878 外　山　裕美子 秋田県
20879 堀　田　朋　代 東京都
20880 佐　藤　智　子 タカヤマラソン
20881 広　瀬　莉　菜 東京都
20882 神　　　麻　里 真狩
20883 鈴　木　なるみ ランニングデポ
20884 松　下　容　子 帯広市
20885 森　　　康　子 東京都
20886 加　納　千恵子 ランニングマン
20887 櫻　井　尚　子 神奈川県
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20888 武　藤　裕　美 ＫＵＳＡ
20889 松　嶋　　　恵 札幌市
20890 松　本　亜希子 札幌市
20891 白　井　奈緒子 寺島整形外科
20892 佐　藤　由佳里 札幌市
20893 鹿　野　幸　恵 勤医協ランナー
20894 橋　本　佳　子 宝ヶ池ＳＴＣ
20895 渡　辺　真佐子 苫小牧市
20896 高　橋　明　代 ＣＯＺＹ－Ｊ
20897 宮　村　朱　美 石川県
20898 小　島　紗希子 札幌市
20899 高　山　直　子 東京都
20900 石　橋　陽　子 チームみずたま
20901 太　田　みさき みさピョン太
20902 二階堂　めぐみ キャラサラ
20903 安　田　聡　美 札幌市
20904 山　本　貴美子 千葉県
20905 藤　林　あゆみ 浦安ランナーズ
20906 関　谷　　　光 成城大学
20907 泉　田　かおり 札幌市
20908 柴　田　祐　子 京都陸協
20909 石　坂　久美子 ＴＢｃｍｃｖ
20910 池　見　こずえ 室蘭市
20911 佐　藤　貴　子 東京都
20912 齋　藤　和　美 江戸川ランナー
20913 高　梨　由香理 東京都
20914 豊　田　久美子 愛媛県
20915 金　子　郁　代 埼玉県
20916 西　　　智　子 ＣＯＺＹＪＯＹ
20917 鹿　山　宏　子 ｅＡ大阪
20918 佐々木　光　子 札幌市
20919 葛　西　五月美 走るｚｏｎｅ
20920 柴　田　久美子 風たび
20921 渡　邉　泰　子 マツラン
20922 小　椋　沙友里 神奈川県
20923 大　竹　知加子 神奈川県
20924 大　関　美　穂 東京都
20925 蛯　沢　恵　美 前田建設
20926 加　藤　里　美 札幌市
20927 山　田　梨　絵 札幌市
20928 関　口　美　那 日高町
20929 角　田　光　江 ち～む日の丸
20930 梅　田　博　子 福岡県
20931 綿　引　素　美 東京都
20932 佐々木　　　薫 ＳＥＴ
20933 吉　田　早　苗 群馬県
20934 相　馬　由架理 ＭＳＡ
20935 佐　藤　法　子 神奈川県
20936 橋　本　　　恵 札幌陸協
20937 山　崎　香奈絵 Ｒ２東日本
20938 両　角　敬　子 神奈川県
20939 松　本　陽　子 兵庫県
20940 青　木　奈　美 山口県
20941 萱　野　由香利 岡山県
20942 増　野　仁　美 綾川ＡＣ
20943 吉　田　七奈子 京都府
20944 笹　木　倫　代 茨城県
20945 高　橋　真　枝 完走ブラザーズ
20946 東　梅　一　恵 北見はしろう会
20947 木　俣　和夏奈 東京都
20948 吉　川　玲　奈 大阪陸協
20949 武　山　ゆきの 斜里町
20950 久　川　晃　子 大阪府
20951 加　藤　裕加利 愛知県
20952 松　井　祐　子 札幌市
20953 直　井　紀　子 神奈川県
20954 関　根　千鶴子 神奈川県
20955 髙　橋　　　恵 大阪府
20956 林　　　真希子 ゆっくりーず
20957 廣　田　雪　江 札幌市
20958 高　橋　絵美子 岩手県
20959 大　庭　美　香 モエレ沼ＡＣ
20960 中　尾　めぐみ 函館稜北病院
20961 舟　橋　沙　南 愛知県
20962 山　口　雅　子 神奈川県
20963 大　下　晴　子 バンコク走遊会
20964 亀　岡　歩　美 兵庫県
20965 瀧　川　珠　生 フロッグ
20966 松　森　　　愛 富山県
20967 五十嵐　優　子 東京都
20968 小　西　信　子 北海道マラソン
20969 中　野　順　子 チームねねすけ
20970 池　田　美　貴 東京都
20971 氷　上　奈穂子 東京都
20972 鈴　木　めぐみ 札幌市
20973 佐々木　佳奈子 ｅｆｆｅｃｔ
20974 田　中　寿　恵 札幌市
20975 荒　川　直　子 札幌市
20976 小　泉　恵　子 東京都
20977 荒　井　理　歩 富山県
20978 原　子　久美子 青森県
20979 播　磨　美　奈 ｓｐａｒｋｌｅ
20980 高　橋　桃　子 ｅＡ東京
20981 原　山　聡　子 ｔｅａｍＭＫ
20982 佐々木　美　穂 チーム花
20983 山　岸　直　美 凡人ＲＣ
20984 西　澤　朋　美 東京都
20985 小野寺　幸　子 ランニングデポ
20986 平　山　奈　美 札幌市
20987 椎　野　啓　子 マツラン
20988 野　月　文　子 ＣＯＺＹＪＯＹ
20989 荻　野　茉　莉 ハイウインド
20990 山　川　美　幸 埼玉県
20991 土　川　美　枝 札幌スポ館ＲＣ
20992 渡　邉　克　子 大阪府
20993 福　永　沙　織 東京都
20995 遠　藤　美　樹 歌志内市
20996 中　島　真由子 東京都

20997 片　山　奈　央 岡山県
20998 田　原　やよい 兵庫県
20999 長　尾　理　恵 長尾家
21000 高　橋　めぐみ 完走ブラザーズ
21001 金　子　沙　希 埼玉県
21002 遠　藤　匡里子 ＴＷＩＳＴ
21003 上　野　しのぶ モーランズ
21004 三　島　友　美 神奈川県
21005 伊　藤　　　忍 芦屋浜Ａ　Ｃ
21006 渋　谷　しのぶ 六華ランナーズ
21007 早　勢　朋　子 ｂｅａｎｓ
21008 水　野　　　楓 チームＧ
21009 小　川　ひとみ ひらぎし通整形
21010 上　村　佐保子 チームカズン
21011 長　村　絵里子 広島県
21012 中　田　明　子 青森県
21013 西　塚　砂緒里 旭川市
21014 島　田　直　子 ５６ＲＣ
21015 塚　本　瑞　香 大阪府
21016 饗　庭　いづみ ｔｅａｍ４０３
21017 成　田　り　え 東京都
21018 鈴　木　裕美子 酒田市陸競
21019 中　村　美也子 ｅＡ埼玉
21020 今　　　ゆかり ラン１０９
21021 猪　熊　咲　子 大阪府
21022 浅　田　典　子 ならスポＲＣ
21023 小　嶺　やよみ 福岡県
21024 長谷川　由紀子 愛知県
21025 鈴　木　美　里 白老町
21026 篠　田　和　子 岐阜県
21027 梅　谷　実紀子 梅谷農園
21028 板　垣　かおり 神奈川県
21029 新　見　絵　美 ニセコ町
21030 能　戸　かおり 函館市
21031 鈴　木　康　子 ＡＳＲＣ
21032 齋　藤　昌　子 東京都
21033 藤　井　悦　子 広島県
21034 津　軽　佐和子 ＳＷＡＣ
21035 鈴　木　正　子 ラミリート
21036 丸　岡　かさね 札幌市
21037 熱　田　裕　子 静岡県
21038 豊　福　千　夏 愛知県
21039 武　井　貴美子 埼玉県
21040 鈴　木　美由起 東京都
21041 山　崎　晋　子 埼玉県
21042 鈴　木　美由起 愛知県
21043 小　熊　淳　子 宮城県
21044 五十嵐　りつよ 釧路動物病院
21045 大　川　桃　子 静岡県
21046 武　田　真理子 東京都
21047 杉　本　知　子 沖縄県
21048 市　川　綾　子 蠅とズッキーニ
21049 丸　山　京　子 東京都
21050 松　田　孝　子 三笠
21051 齋　藤　志　帆 札幌市
21052 黒　岩　節　子 神奈川県
21053 上川原　由　美 岩沼ランクラブ
21054 三　島　めぐみ トラック東京
21055 山　田　ツルミ 札幌市
21056 町　出　さおり 札幌市
21057 金　田　美弥子 Ｒ２東日本
21058 佐　藤　晶　子 グッジョブ
21059 金　子　　　香 ＯＫ２
21060 浅　黄　志　津 小樽市
21071 三　浦　　　蘭 岩手県
21072 伊　東　朱　美 札幌市
21073 西　出　美　穂 西出鐵工所
21074 康　本　稚　英 大阪府
21075 大　泉　弥　生 兵庫県
21076 尾　高　晶　子 駒沢公園ＪＣ
21077 齊　藤　容　子 滋賀県
21078 田　中　真　紀 青森県
21079 新　田　真由美 愛知県
21080 木　村　佳　代 チームおふくろ
21081 鶴　岡　裕　子 札幌市
21082 山　口　久　子 ＴＫＤ－ＢＲＣ
21083 西光寺　美　穂 東京都
21084 彦　坂　聖　子 チーム小鹿
21085 筒　井　清　香 茨城県
21086 本　庄　京　子 東京陸協
21087 武　井　清　子 ＲＩＳＥ　ＲＣ
21088 青　木　千　枝 東京都
21089 倉　矢　恭　子 大阪府
21090 水　口　麻　野 大阪府
21091 小宮山　智　子 東京都
21092 佐　藤　光　代 ガンバフンバ
21093 丸　山　美　佑 函館市
21094 鷹　觜　美　和 札幌市
21095 関　口　淳　子 東京都
21096 山　田　麻　季 東京陸協
21097 水　野　裕美子 岐阜県
21098 柴　　　美千代 旭川市
21099 鈴　木　邦　子 ＭＲＣ
21100 高　田　佳代子 東京都
21101 郷　　　俊　子 郷外科医院
21102 永　井　麻　希 ＲＩＳＥ　ＲＣ
21103 神　山　佳代子 老健とかち
21104 宇津木　裕　子 群馬県
21105 高　橋　由　美 ランジョグ
21106 Ｙｏｓｈｉｔａｎｉ　Ｙｕｉ 千葉県
21107 井　畑　京　子 ノチウ
21108 乙　竹　晃　子 東京都
21109 石　山　ひとみ 江別市
21110 浅　川　仁　美 山梨県
21111 新　谷　朝　子 札幌市
21112 宮　本　智　美 江別市
21113 山　村　　　光 大阪府
21114 山　岡　裕基子 東京都

21115 高　橋　祥　子 大日本印刷
21116 池　田　真　弓 札幌市
21117 片　桐　理　子 札幌スポ館ＲＣ
21118 清　水　綾　子 神奈川県
21119 渡　邊　素　子 札幌市
21120 工　藤　桂　子 スポネット弘前
21121 蔀　　　美　保 御走足倶楽部
21122 清　水　り　か ラマＡＣ
21123 鴫　原　恵　美 ＧＯ３号
21124 松　本　文　恵 札幌市
21125 篠　　　恵　理 北大保護者ママ
21126 大　木　美　佐 東京陸連
21127 滝　澤　良　子 静岡県
21128 大　川　美由紀 東京都
21129 高　野　由　美 ＳＭＩＬＥＹ
21130 阿　保　　　渚 ＫＯＫＯＲＯ
21131 佐　藤　智加子 北海道陸協
21132 石　上　直　美 愛知県
21133 林　　　公　恵 東京都
21134 宮　澤　幾　子 神奈川県
21135 片　山　郁　子 アグリ藤原農機
21136 田　中　由　利 東京都
21137 井　上　敦　子 道酒販連合会
21138 松　田　久美子 ＡＯＩＲＣ
21139 廣　島　友　子 札幌市
21140 八　尾　宜　代 カレー部
21141 小　野　清　美 札幌市
21142 金　子　裕　子 ラン友
21143 後　藤　　　文 ＦＲＵＮ
21144 畑　山　尚　子 愛知県
21145 石　崎　千恵子 道マラソンク
21146 柿　崎　真　弓 ＯＫ２
21147 長谷部　　　恵 サムライ陸上部
21148 村　木　那　美 ＢａＳＲＣ
21149 羽　田　英　子 東京陸協
21150 天　野　洋　子 埼玉県
21151 陳　　　妙　華 東京都
21152 樋　口　玲　貴 チームからふる
21153 小　西　紀　江 東京都
21154 石　田　さゆり 札幌市
21155 上　坂　芽　理 東京都
21156 加　藤　加奈子 かっぱちゃん
21157 中　村　知　佳 熊石あわび～ず
21158 樫　山　泰　子 かぶきんぐす
21159 船　津　加奈江 島ＲＣ・千歳
21160 梅　田　麻　里 千葉県
21161 秋　葉　桃　子 東京都
21162 白　鳥　千　帆 静岡県
21163 津　田　あつ子 兵庫県
21164 市　川　敦　子 旭川市
21165 高　橋　明日香 東京都
21166 市　川　あ　や 高知県
21167 織　田　暁　子 札幌市
21168 今　井　淑　英 ＨＰ
21169 野　村　　　京 大阪府
21170 林　　　すみれ 東京都
21171 飯　本　美奈子 Ｒ２中日本
21172 樋　口　紀　子 江別市
21173 大　山　亜紀子 札幌市
21174 大　嶋　真　紀 大阪府
21175 市　川　友　希 ＵＲＣ
21176 加　藤　由　里 札幌市
21177 阿　部　久　美 アクシスＲＣ
21178 平　野　佳　子 東京都
21179 齋　藤　智　子 神奈川県
21180 佐　伯　まゆみ 北見はしろう会
21181 大　内　義　子 かぐや
21182 藤　井　かおる 新潟楽走会
21183 立　花　恵理子 札幌市
21184 長　岡　壽　代 静岡県
21185 橋　本　晶　世 兵庫県
21186 山　下　佐都子 東京都
21187 四牟田　百　合 熊本県
21188 兼　田　知　子 チームＫ
21189 吉　村　彰　子 京都府
21190 柴　田　志津香 神奈川県
21191 笠　原　伸　子 ＫＡＲＡんＳＵ
21192 井　上　奈保子 札幌市
21193 舟　山　ゆかり 福島県
21194 金　子　しのぶ チーム☆ムラピ
21195 堀　込　加奈子 札幌市
21196 林　　　　　幸 千葉県
21197 中　村　有　子 埼玉県
21198 東　田　成　美 兵庫県
21199 山　本　裕美子 東京都
21200 小　林　純　子 埼玉県
21201 有　福　　　愛 長崎県
21202 染　谷　絵　里 東京都
21203 川　合　絵　美 札幌市
21204 泉　　　保　子 兵庫県
21205 岡　田　信　子 めんくい
21206 畑　谷　千雅子 大阪府
21207 武　村　有美子 チェリボ駅伝部
21208 坂　和　里　華 愛媛県
21209 加　藤　しのぶ 愛知県
21210 片　寄　かおり （有）中村燃料
21211 大　西　麻　由 大阪府
21212 舩　越　利　加 大阪府
21213 後　藤　郁　子 東京都
21214 金　森　恵　子 ＳＳＣ走友会
21215 重　久　　　恵 アグレッシ部
21216 山　内　由　香 札幌市
21217 新　庄　沙　紀 東京都
21218 小森谷　志　乃 千葉県
21219 中川原　幸　江 ＯＫ２
21220 武　部　和　美 恵庭市
21221 松　本　沙耶香 東京都
21222 日野林　公　美 ＳＦＬ

21223 戸　谷　美　香 京都府
21224 大　橋　みどり 東京都
21225 飯　田　明　美 札幌市
21226 葭　内　みゆき 六華ランナーズ
21227 山　浦　里　奈 えぞりす
21228 浦　島　愛　佳 札幌市
21229 森　宗　尚　美 兵庫県
21230 竹　内　美　子 道南ＲＣ
21231 橋　本　　　夢 東京都
21232 田　口　陽　子 東京都
21233 冨金原　希代子 ＦＲＵＮ
21234 宮　本　直　子 大阪府
21235 青　嶋　艶　子 函館市
21236 大　西　なおみ ＮＲ多摩
21237 池　浦　由　衣 道南共栄社
21238 太　田　美　幸 和牛を目指す会
21239 小　松　幸　代 札幌市
21240 稲　葉　由紀子 兵庫県
21241 吉　田　佳代子 東京陸競
21242 志　賀　エ　ミ ｔｅａｍエミ
21243 三　浦　由紀子 愛知県
21244 橋　本　　　葵 神奈川県
21245 村　松　美　紀 クラブＲ２
21246 高　根　祐　子 千葉県
21247 沖　兎　泉　帆 愛知県
21248 鶴　田　真　琴 東京都
21249 出　口　真理子 奈良県
21250 草　刈　真由美 札幌市
21251 葛　西　朱　美 函館走ろう会
21252 山　崎　早　苗 釧路市
21253 福　田　裕　子 東京都
21254 川　上　啓　子 大阪府
21255 正　岡　裟　羅 奈良県
21256 嶋　村　聖　子 兵庫県
21257 榊　原　穂菜美 東京都
21258 中　舘　千　恵 埼玉県
21259 大曽根　迪　香 東京都
21260 渕　脇　由　美 埼玉県
21261 藤　井　真　理 Ｊ．ＣＡＢＡＬ
21262 塩　原　真裕子 埼玉県
21263 杉　山　由美子 東京都
21264 象　谷　暁　子 橋本山岳部
21265 五位野　　　光 千葉県
21266 佐　藤　香　苗 株式会社カネカ
21267 米　本　理　恵 株式会社カネカ
21268 石　川　純　子 株式会社カネカ
21269 安　部　　　翠 東京都
21270 藪　口　亜　季 東京都
21271 山　中　三千代 静岡県
21272 小　﨑　直　子 大阪府
21273 青　木　千　里 千葉県
21274 長　田　麻　未 札幌市
21275 伊　東　説　子 標茶町
21276 副　島　静　帆 札幌市
21277 南　　　稔　恵 ＡＣＲＯＳＳ
21278 島　貫　邦　子 札幌市
21279 柿　崎　若　奈 札幌市
21280 今　村　理絵子 札幌市
21281 重　安　　　恵 あおばだい
21282 岡　田　めぐみ 大阪府
21283 宮　本　奈　苗 宮本歯科
21284 玉　田　かおり 大阪陸協
21285 工　藤　由貴枝 札幌市
21286 梅　村　芳　江 札幌市
21287 鈴　木　香　織 東京都
21288 石　川　千　里 道北陸協
21289 小　野　直　子 キャラサラ
21290 竹　内　克　代 幕別町
21291 林　　　実　由 札幌市
21292 高　橋　佑　華 函病アスリート
21293 堀　内　玲　子 東京都
21294 高　橋　早　苗 函病アスリート
21295 本　田　香　織 神奈川県
21296 本　田　理　絵 本田燃料電器
21297 中　西　香寿美 スクラッチ！
21298 水　早　抄　子 東京都
21299 盛　合　君　枝 苫小牧市
21300 溝　口　絢　巳 静岡県
21301 吉　村　真　紀 帯広ランナーズ
21302 沢　田　美津子 札幌市
21303 楠　堀　真　記 広島県
21304 田　中　裕　子 愛知県
21305 野　口　敬　未 神奈川県
21306 長　島　理　紗 東京都
21307 大　屋　さおり 埼玉県
21308 田　中　理　絵 東京都
21309 吉　川　祐　子 ｆｒｕｎ
21310 杉　山　左希子 杏林製薬
21311 西　村　　　潮 東京都
21312 富　野　由　香 札幌市
21313 鎌　田　清　美 いとう整形外科
21314 白　木　淳　子 札幌市
21315 野　村　和加奈 旭川市
21316 吉　村　久　美 愛知県
21317 羽　賀　和嘉子 枝幸町
21318 坂　井　佳　子 東京都
21319 斉　藤　和　枝 ８ＳＰ
21320 田　崎　智　絵 札幌市
21321 佐　藤　克知子 札幌市
21322 永　田　このみ 東京都
21323 高　橋　雅　子 札幌市
21324 工　藤　るみ子 岩見沢市
21325 佐　藤　夏　生 札幌市
21326 篠　原　いずみ 音江中央保育園
21327 高　山　幸　子 室蘭市
21328 白　石　純　子 愛知県
21329 布　村　　　菫 旭川市
21330 熊　谷　真佐枝 北海道マラソン

…日本陸上競技連盟登録競技者
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21331 前　田　祐　美 静岡県
21332 柴　田　佳奈子 かもめ食堂
21333 小　場　智栄子 湧別町
21334 上　田　恵　美 東京都
21335 盛　　　憲　子 東京都
21336 柏　崎　安　世 姫まるさくら
21337 佐　藤　玲　子 お祭金魚
21338 今　村　久　美 河西ランニング
21339 千　保　由美子 ｃｏｚｙｊｏｙ
21340 川　口　裕美子 前田森林ラン
21341 伊　藤　厚　子 仙台赤十字病院
21342 石　積　紗　織 神奈川県
21343 安　藤　ひとみ 札幌市
21344 高　橋　恵里子 神奈川県
21345 矢　部　美　香 旭川永嶺高校
21346 氏　原　圭　子 芽室町
21347 矢　部　珠　羽 札幌医科大学
21348 山　川　桃　佳 札幌市
21349 片　山　周　子 ＵＤＣ　大阪
21350 森　本　麻　美 ＵＤＣ　大阪
21351 矢　野　かおり 帯広市
21352 柴　田　雅　子 東京都
21353 牧　野　ひろみ うさおＲＣ
21354 石　田　彩　華 神奈川県
21355 田　澤　三知代 札幌市
21356 五十嵐　那奈代 東京都
21357 井　藤　　　茜 兵庫県
21358 佐　野　有　里 札幌市
21359 海　口　勝　栄 旭川市
21360 村　田　直　美 旭川市
21361 井　田　あつ子 旭川市
21362 横　田　智　子 東京都
21363 藤　澤　幸　恵 新鮮組よし庵
21364 木　内　直　子 神奈川県
21365 笠　原　啓　子 愛知県
21366 下　山　恵　子 函館市
21367 柴　田　陽　子 帯広市
21368 武　内　有　紀 札幌市
21369 原　口　美　穂 福岡県
21370 服　部　若　菜 東京都
21371 長谷川　とし子 京都府
21372 赤　司　久　美 釧路ＭＣ
21373 松　田　梨　里 神奈川県
21374 高　澤　由　美 ＣＲ．ｍ
21375 根　橋　優　子 ＮＴＴアカシア
21376 姫　松　花　子 茨城陸協
21377 生　田　美穂子 伊藤忠商事陸上
21378 安　田　梨　沙 ＵＤＣ　大阪
21379 深　瀬　聖　子 札幌スポ館ＲＣ
21380 岩　隈　綾　子 兵庫県
21381 伊　藤　敦　子 岐阜県
21382 小　田　未　優 音更町
21383 藍　原　智　子 東京都
21384 田　村　朋　子 東京都
21385 中　山　由有希 岡山県
21386 橋　本　和　美 大阪府
21387 髙　橋　真　央 せたな町
21388 川　辺　昌　子 山人楽師
21389 岩　崎　麻　衣 にゃんきーず
21390 鹿　又　眞　理 銀ちゃんくらぶ
21391 多　屋　美　織 Ｒｕｎ社労士
21392 藤　原　弘　美 兵庫県
21393 高　橋　祐　子 札幌スポ館ＲＣ
21394 本　多　恵美子 品川走遊会
21395 佐　藤　英　子 札幌市
21396 吉　田　久美子 ２ＣＯゼミ
21397 野　口　栄　子 宮崎県
21398 小笠原　純　子 札幌市
21399 水　本　郁　子 赤レンガ走友会
21400 増　井　真　己 札幌市
21401 相　良　賀英子 西川ＲＡＣ
21402 名　取　由　紀 札幌市
21403 高　津　友　紀 札幌市
21404 丹　羽　幸　子 愛知県
21405 山　本　典　子 江別市
21406 木　村　僖　乃 ＴＤＪ
21407 山　崎　なぎさ 東京都
21408 石　井　　　静 千葉県
21409 内　藤　聡　美 東京都
21410 工　藤　美　香 札幌市
21411 畠　山　亜　生 Ｓｉｄｅ－Ｂ
21412 大　内　稚　絵 （株）あらた
21413 山　内　真紀子 愛知県
21414 奥　村　沙　織 札幌市
21415 曽　我　あゆみ 愛知県
21416 本　間　智　恵 札幌市
21417 武　居　晴　子 大地太陽
21418 石　垣　久　子 埼玉県
21419 合　田　智　絵 合田商店
21420 中　嶋　真友美 東京都
21421 萩　原　初　美 長野県
21422 鈴　木　敏　子 江別市
21423 中　山　美　恵 静岡県
21424 金　光　紗　葉 旭川市
21425 和　田　琴　江 山口県
21426 畠　中　千佳子 札幌市
21427 田　中　美　穂 群馬県
21428 山　口　秀　子 静岡県
21429 中　野　めぐみ 大阪府
21430 齋　藤　真冬香 愛知県
21431 檜　　　由　似 チームＢ
21432 佐　藤　亜紀子 ｃｏｕｓｉｎ
21433 石　崎　ありさ 札幌市
21434 武　田　有希子 札幌市
21435 小長谷　みゆき 札幌市
21436 山　野　　　香 札幌市
21437 影　山　京　子 京都府
21438 南　　　志　穂 茨城県

21439 谷　島　公　美 島松小学校
21440 谷　島　　　優 金沢大学病院
21441 馬　場　真　恵 札幌市
21442 宮　田　由紀子 ニッポンランナ
21443 楢　崎　寿　子 宮城県
21444 松　嶋　　　望 ビッグバンＲＣ
21445 西　木　佐代子 神奈川県
21446 工　藤　眞　紀 函館市
21447 齋　藤　麻由実 サムズ・アップ
21448 石　上　静　香 富良野市
21449 成　宮　京　子 神奈川県
21450 渡　邊　梨　香 中札内村
21451 土　肥　章　子 札幌市
21452 川　内　奈津子 和牛を目指す会
21453 松　浦　由　依 愛媛県
21454 原　　　和　代 東京都
21455 友　久　杉　子 東京都
21456 福　井　梨　乃 札幌市
21457 高　垣　潤　子 大阪府
21458 小　平　麻里子 らくまかＡＣ
21459 永　田　千亜子 愛知県
21460 麻生川　直　美 Ｒ２
21461 藤　野　めぐみ ＧＲＡ
21462 青　木　育　美 ダイゴロー
21463 辻　野　智　美 ロシュ
21464 橘　　　奈　美 兵庫県
21465 和　田　有稀奈 千葉県
21466 石　田　裕　子 ねっとらん札幌
21467 福　田　裕　子 東京都
21468 中　村　さつき ＲＵＮＷＥＢ
21469 有　田　彩　子 奈良県
21470 内　藤　治　代 愛知県
21471 山　田　かおる 浜中町
21472 鈴　木　佐也果 札幌市
21473 谷　川　洋　子 福岡県
21474 小川原　千恵美 札幌市
21475 尾　村　麻　梨 旭川市
21476 内　山　亜紀子 ＤＡＣ
21477 中　村　純　子 千歳市
21478 東　　　美　香 滝川市
21479 神　﨑　めぐみ Ｎ．Ｒ．Ｗ．Ｃ
21480 池　田　真理子 Ｒ２中日本
21481 伊　藤　晴　子 京都府
21482 中　庭　めぐみ 東京都
21483 平　間　路　子 東京都
21484 宇田川　佳代子 東京都
21485 山　崎　裕　子 東京都
21486 田　中　育　美 岩手県
21487 小　野　秀　子 中標津楽走会
21488 坂　木　真　奈 上富良野町
21489 印　牧　り　さ 札幌市
21490 青　木　美　月 静岡県
21491 福　本　希　海 長崎県
21492 土　谷　規　子 ｎｏｅｌ
21493 太　田　那渚子 九分九厘ラン
21494 塩　見　朋　美 札幌市
21495 仲　　　英　子 福岡県
21496 山　口　和夏子 ＩＲＣ
21497 伊　藤　菜　緒 ＩＲＣ
21498 鈴　木　優　希 ＩＲＣ
21499 吉　岡　志津子 さいたま走翔
21500 黒　田　夕　子 愛知県
21501 大　城　美　幸 沖縄県
21502 阿　部　瑞　希 名寄市
21503 九　原　理　惠 札幌市
21504 小山内　貴　子 札幌市
21505 網　島　昌　美 札幌市
21506 石　黒　瑠　衣 札幌市
21507 田　森　瑞　穂 神奈川県
21508 小　橋　沙　織 ＣＲ．ｍ
21509 髙　橋　典　子 兵庫県
21510 大河内　昌　子 ＴＭちんすこう
21511 川　城　聡　子 東京都
21512 田　中　乙　美 東京都
21513 松　井　英　子 小金井公園走友
21514 谷　渕　友　美 ｆｒｕｎ
21515 和　田　礼　子 札幌市
21516 宮　崎　由里圭 金沢ＡＣ
21517 勝　　　真　美 愛知県
21518 桑　森　裕　子 函館市
21519 湯　田　玲　子 札幌市
21520 井　上　真　衣 日本新薬
21521 新　田　佳　苗 ＲＣにった眼科
21522 安　藤　清　夏 埼玉県
21523 中　辻　景　子 東京都
21524 光　安　理　佐 東京都
21525 佐　藤　卯　夏 東京都
21526 坂　口　百　恵 ちーむさぶふぉ
21527 山　田　聡　美 愛知県
21528 高　山　葉　子 宮城県
21529 小　柳　すなお 東京都
21530 板　東　えみ子 札幌市
21531 大　谷　杏　美 東京都
21532 近　藤　裕　子 奈良県
21533 松　原　美千代 大阪府
21534 伊　坂　みゆき 東京都
21535 榊　　　友佳里 札幌市
21536 菅　　　里　美 リペアサービス
21537 有　沢　理香子 鳥取県
21538 佐々木　得　枝 東京都
21539 楠　田　奈緒華 大阪府
21540 粕　谷　留　美 埼玉県
21541 吉　田　陽　子 愛知県
21542 石　井　千　春 札幌市
21543 中　川　可奈子 大西陸上部
21544 小　村　優　子 京都府
21545 山　崎　里　枝 東京都
21546 鈴　木　有　美 東京都

21547 永　倉　慶　子 福島県
21548 浅　利　佐和子 札幌市
21549 宇田川　早也佳 東京都
21550 大　井　梨　絵 ＷｉｎｄＲｕｎ
21551 水　野　るり恵 札幌市
21552 渡　辺　真梨奈 大角チャンネル
21553 片　岡　正　枝 東京都
21554 本　間　亜沙美 銀ちゃんクラブ
21555 酒　井　妙　能 愛知県
21556 坂　本　玲　子 ＪＣハリボテ
21557 上　　　美津子 奈良県
21558 江　連　匡　恵 中標津十二楽走
21559 大　塚　登美子 足寄町
21560 岩　城　美　紀 ＷＩＮＤＲＵＮ
21561 櫻　井　詩　穂 十勝毎日新聞社
21562 芳　賀　真　琴 東京都
21563 国　貞　文　子 絆ランニング
21564 板　倉　志　保 神恵内村役場
21565 藤　田　千　穂 神奈川県
21566 白　石　由　美 福岡県
21567 中　西　和　美 株式会社カネカ
21568 宮　川　知恵子 福生ＲＣ
21569 牧　　　知　代 愛知県
21570 渡　辺　光　子 北見市
21571 吉　野　雅　代 ジョグキタ
21572 石　丸　明　子 はるまきＲＣ
21573 澤　口　ひろみ 旭川市
21574 西　尾　友理子 大阪府
21575 吉　井　博　美 福岡県
21576 武　田　明日香 東京都
21577 岩　山　直　美 釧路市
21578 佐　藤　加代子 作ちょっとラン
21579 早　松　美　保 札幌市
21580 石　橋　由紀子 埼玉県
21581 徳　田　恵　美 東京都
21582 相　馬　寿充子 あいの里ＴＣ
21583 山　田　真由美 札幌市
21584 藤　澤　かおり 札幌市
21585 北　村　純　子 札幌市
21586 黒　川　淳　子 札幌市
21587 建　井　秀　子 大阪府
21588 児　玉　理　江 静岡県
21589 齋　藤　さおり 雅司ナイトラン
21590 渡　邉　智　美 札幌市
21591 古　市　由　紀 埼玉県
21592 櫻　田　智　美 愛知県
21593 山　口　和　代 東京都
21594 中　村　美　佳 札幌市
21595 木　下　いづみ 愛知県
21596 長谷川　麻　生 札幌市
21597 古　川　栄　子 北海道
21598 渡　辺　麻　子 札幌市
21599 洞　口　真由子 札幌市
21600 小　森　和　恵 ＩＢＩＲＥＮ
21601 千　葉　志　保 Ｓ塾
21602 森　　　朋　恵 千歳市
21603 松　尾　千亜紀 埼玉県
21604 林　　　　　礼 札幌市
21605 鹿　海　静　香 しいやんＲＵＮ
21606 佐　藤　康　子 ＫＩＨ
21607 芹　澤　かおり 東京都
21608 舘　岡　由香里 札幌市
21609 楠　美　かおり 札幌市
21610 原　　　かなみ 札幌市
21611 奥　岡　令　子 愛知県
21612 佐　伯　加奈子 大阪府
21613 坂　田　由美子 札幌市
21614 酒　井　景　子 愛知県
21615 尾　上　　　和 ＤＲＣ
21616 大　高　三恵子 北広島１１６５
21617 中　尾　紘　美 千葉県
21618 船　橋　祐　香 埼玉県
21619 古　好　佳　代 兵庫県
21620 高　原　直　美 札幌市
21621 高　沼　史　枝 ｚｉｐ－ＲＣ
21622 中　村　友　香 札幌市
21623 等々力　鮎　美 札幌市
21624 山　田　幸　代 大阪府
21625 中　川　真　紀 札幌市
21626 清　水　礼　子 東京都
21627 太　田　真　紀 モーランズ
21628 岡　田　有紀子 愛知県
21629 鈴　木　幸　子 札幌市
21630 吉　田　珠　江 上士幌町
21631 伊　藤　紗　織 福岡県
21632 新　垣　桃　子 沖縄県
21633 清　水　加奈子 神奈川県
21634 辻　　　明　美 千葉県
21635 木　下　千代美 宮城県
21636 竹　内　曜　子 大阪府
21637 近　野　恵美子 ＪＲ東日本東京
21638 高　橋　由　奈 ＡＣマロン
21639 堀　尾　美　幸 東京都
21640 美ノ谷　　　昌 ＴＥＡＭ　ＴＳ
21641 門　井　寛　美 ＴＲＡＣＫ東京
21642 村　上　可奈江 別海町
21643 結　城　幸　恵 新潟県
21644 神　吉　由紀子 愛知県
21645 榊　原　千　紗 愛知県
21646 深　澤　　　亮 東京都
21647 岩　井　裕　子 埼玉県
21648 黒　川　早　紀 千葉県
21649 稲　垣　智　子 埼玉県
21650 鈴　木　　　桜 東京都
21651 谷　口　麻　美 福岡県
21652 佐　藤　雅　子 キャラサラ
21653 森　　　浩　子 東京都
21654 浜　中　有紀子 東京都

21655 細　川　知　美 札幌市
21656 菅佐原　美　菜 宇佐美ＲＣ
21657 橋　本　　　恵 兵庫県
21658 市　川　結　貴 滝川市
21659 森　野　花　夏 旭川市
21660 田　中　水　菜 東京都
21661 阿　部　菜　美 兵庫県
21662 吉　田　有　希 茨城県
21663 三ツ矢　優　子 愛知県
21664 川　野　　　波 白百合乳児保育
21665 山　本　裕　子 兵庫県
21666 君　島　峰　代 ニッセンＳＰ
21667 木　村　　　瞳 東京都
21668 波戸崎　智　美 東京都
21669 城　田　全　江 ＰＡＧＯＲＵ
21670 兼　子　晴　華 神奈川県
21671 佐　藤　麻　妃 札幌市
21672 今　野　優　子 滝川市
21673 安　田　伸　子 神奈川県
21674 木　村　　　彩 大阪府
21691 藤　田　裕　美 札幌市
21692 木　村　紗　希 大阪府
21693 西　海　悦　子 兵庫県
21694 小　谷　ゆり子 東京都
21695 小　原　寛　子 東京都
21696 片　山　正　子 函館市
21697 武　吉　麻　衣 東京都
21698 大　木　加奈子 神奈川県
21699 佐　藤　あかね 中標津町
21700 森　次　麻里香 つじかぜ
21701 佐　藤　瑞　紀 千葉県
21702 志　賀　とも子 札幌市
21703 坂　下　美由紀 埼玉県
21704 米　田　真　紀 進化塾
21705 稲　葉　信　子 釧路市
21706 渡　辺　まな美 チーム釜亭
21707 佐　藤　芳　惠 苫小牧気分走会
21708 浜　田　伸　子 ウルプロ
21709 松　平　光　子 札幌市
21710 大　石　葉　月 静岡県
21711 本　内　由紀子 ちんすこう千歳
21712 新　井　ひ　さ アスパラン
21713 矢　野　　　玲 札幌市
21714 田　中　友加里 岡山県
21715 小　口　里　香 兵庫県
21716 藤　井　文　子 札幌市
21717 日　野　ひとみ 札幌スポ館ＲＣ
21718 園　田　香代子 静岡県
21719 木　村　誠　子 札幌市
21720 木　村　吏　絵 札幌市
21721 菅　原　妃奈美 札幌市
21722 吉　田　加代子 宮城県
21723 吉　成　優　子 ＲｕｎＷａｖｅ
21724 村　谷　洋　子 チームねねすけ
21725 須　藤　由里恵 かつくん
21726 吉　野　菜穂子 ＲＲＴ
21727 小　林　麻　子 福井県庁ＲＣ
21728 森　村　敦　子 ＹＲＣ
21729 遠　藤　由美子 千葉県
21730 杉　本　扶美枝 ＵＲＣ
21731 宮　川　直　子 札幌市
21732 高　木　祐　子 東京都
21733 永　井　宏　枝 千葉県
21734 宇　野　和　子 奈良県
21735 中　島　　　恵 東京都
21736 梅　村　伸　子 老体オールスタ
21737 布　施　弘　恵 千葉県
21738 諸　岡　由美子 愛知県
21739 渡　部　勢津子 福島県
21740 小　林　永　美 大阪府
21741 加　藤　　　薫 東京都
21742 富　居　　　結 札幌市
21743 渡　邊　恵美子 東京都
21744 前　北　智　菜 旭川市
21745 高　木　瑞　姫 らくまかＡＣ
21746 中　本　明　美 医誠会病院
21747 中　村　綾　花 札保医療大学
21748 柴　田　久　佳 愛知県
21749 田　中　めぐみ 東京都
21750 岩　見　芳　子 東京都
21751 強　力　利　里 札幌スポ館ＲＣ
21752 桑　原　　　唯 札幌市
21753 尾　矢　愉美子 愛知県
21754 三　上　　　愛 石狩市
21755 高　木　留美子 東京都
21756 岸　下　紗　世 札幌市
21757 疋　田　瑞　栄 赤れんが走友会
21758 宮　坂　真　実 ＳＷＡＣ
21759 田　中　真紀子 東京都
21760 鰐　渕　咲　紀 京都府
21761 大　井　有　希 アステラス製薬
21762 東　　　優　花 神奈川県
21763 上　野　光　恵 札幌市
21764 阿　野　加蓉子 奈良県
21765 亀　澗　　　桜 奈良県
21766 片　山　有梨世 三重県
21767 郷　久　真樹子 ＯＲＣ
21768 常　　　博　雅 東京都
21769 遠　藤　瞳　子 札幌市
21770 鷲　野　明　子 東京都
21771 江　口　幸　枝 クラブＲ２
21772 福　永　智　子 兵庫県
21773 大　松　律　子 大阪府
21774 安　部　恵　美 葛飾ＭＰクラブ
21775 大　下　孝　子 長居わーわーず
21776 中　渡　智　絵 上富良野町
21777 小　林　麻　里 千葉県
21778 則　本　菜奈子 広島県
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21779 平　林　智　子 札幌市
21780 佐　治　和佳子 愛知県
21781 高　橋　志津恵 チームのぐち
21782 五十嵐　　　萌 神奈川県
21783 森　川　いづ美 神奈川県
21784 金　子　千　恵 愛知県
21785 佐　藤　舞　子 イブリジニー
21786 堀　越　令　子 完走シスターズ
21787 古　田　摂　子 千葉県
21788 岩　田　文　子 神奈川県
21789 小　林　里　華 走翔
21790 佐　藤　洋　子 札幌市
21791 奥　山　加奈子 埼玉県
21792 今　村　れい子 のんでらーず
21793 田　中　祐　子 札幌スポ館ＲＣ
21794 宇　野　しのぶ Ｓ．ｒａｎ．ｃ
21795 加　藤　亜紀子 神奈川県
21796 佐々木　慎　子 愛知県
21797 西　村　真理子 大阪府
21798 鎌　田　美和子 びぃどろ
21799 蛯　名　恵　美 札幌市
21800 須　藤　雅　絵 ＲＣ
21801 中　島　美　来 札幌市
21802 中　村　美　里 苫小牧市
21803 別　所　幸　葉 大阪府
21804 南　　　真由美 東京都
21805 杉　本　晴　美 札幌市
21806 坂　本　俊　子 ＵＳＡＭＩＲＣ
21807 菅　股　福　子 札幌市
21808 松　川　正　子 東京都
21809 松　村　　　桂 札幌市
21810 半　沢　順　子 ホノルル同走会
21811 堀　　　邦　子 東京都
21812 伊　藤　麻　美 ◆チーム西御料
21813 高　橋　幸　枝 天使病院
21814 岩　田　涼　子 香川県
21815 加　藤　幸　子 札幌市
21816 村　松　みゆき あいこうＺ４
21817 伊　藤　祐　子 札幌市
21818 設　楽　悦　子 札幌市
21819 阿　部　倫　子 札幌市
21820 黒　崎　晃　子 神奈川県
21821 中　川　領　子 赤レンガ走友会
21822 柚　木　美也子 東京都
21823 高　嶋　利　絵 かっぱちゃん
21824 富　居　　　彩 札幌市
21825 井　上　玲　子 東京都
21826 高　梨　博　子 千葉県
21827 小　泉　早　苗 東京都
21828 千　葉　さやか 札幌市
21829 大　沢　奈保美 あやしい登山隊
21830 若　林　智　子 旭川市
21831 伊　原　美和子 ビール飲み隊
21832 内　海　千　景 札幌市
21833 川　南　良　子 大阪府
21834 扇　　　玲　子 札幌市
21835 齊　藤　　　希 長泉町
21836 加　藤　美智子 洞爺湖町
21837 鈴　木　詩　乃 神奈川県
21838 中　島　弘　恵 埼玉県
21839 植　木　紀代美 大阪府
21840 辻　　　麻　記 東京都
21841 荒　　　和　江 チーム五修堂
21842 茶　幡　美　恵 大阪府
21843 西　出　貴美子 札幌市
21844 松　澤　ゆかり 札幌市
21845 寺　井　裕　子 兵庫県
21846 福　士　香　菜 青森県
21847 垣　原　智　子 札幌市
21848 鎌　塚　聡　子 深川市役所
21849 松　井　友　里 札幌市
21850 樋　口　瑞　希 札幌市
21851 橋　本　憲　子 のりりんクラブ
21852 澤　木　素　子 苫小牧気分走会
21853 芝　田　　　萌 東京都
21854 内　藤　なぎさ 愛知県
21855 木　村　早　希 埼玉県
21856 柳　　　香寿美 大阪府
21857 小棚木　こずえ 函館市
21858 山　本　和　美 くらしきＲＣ
21859 小　野　優　子 旭川市
21860 佐々木　　　望 札幌市
21861 鳥　巣　玲　子 三笠小
21862 小　西　恵美子 長野県
21863 本　村　恭　子 道南ＲＣ
21864 古　本　倫　子 兵庫県
21865 山　田　美　鈴 東京都
21866 栗　原　陽　子 愛知県
21867 大　川　菜　摘 道南ＲＣ
21868 野　田　理恵子 ＭＩＬ－ＡＩ
21869 西　野　洋　子 神奈川県
21870 齋　藤　好　江 札幌市
21871 安　藤　菜奈子 愛知県
21872 大　川　紀　子 ＵＳＡＭＩＲＣ
21873 前　田　友紀子 兵庫県
21874 矢　野　まゆみ 熊本県
21875 小　林　里　江 岩見沢市
21876 渡　辺　美　紀 ろばすみ
21877 石　井　友　子 札幌市
21878 森　山　佳　子 セレッソＲＣ
21879 松　本　幸　恵 札幌市
21880 川　代　和　子 札幌市
21881 三　浦　一　恵 五稜会病院
21882 田　中　恵　実 兵庫県
21883 今　井　順　子 大阪府
21884 逸　見　育　子 東京都
21885 北　川　きよみ 滝川市
21886 指　田　未　奈 千葉県

21887 藤　江　幸　子 札幌市
21888 岩　橋　敬　子 壱軸倶楽部
21889 平　野　真　理 札幌市
21890 下　川　直　美 札幌市
21891 齋　藤　真優美 東京都
21892 塩　見　幸　希 東京ＳＣ
21893 山　本　富　子 兵庫県
21894 岩　松　温　子 なし
21895 長　澤　幸　世 千葉県
21896 田　嶋　佐代子 東京都
21897 茂　木　博　子 埼玉県
21898 大　野　麻　美 ＨＲＣ
21899 大　森　尚　子 愛知県
21900 田　中　喜　子 兵庫県
21901 池　田　知　恵 兵庫県
21902 中　尾　奈美江 神奈川県
21903 新　田　郁　子 スポ館ＲＣ
21904 輪　島　まどか 札幌市
21905 高　田　真紀子 札幌市
21906 平　川　小百合 宮城県
21907 佐　治　美　恵 東京都
21908 村　山　由美子 札幌市
21909 濱　田　晶　子 株式会社カネカ
21910 川　口　寛　子 埼玉県
21911 小　林　優　子 愛知県
21912 加　地　慶　子 石川県
21913 引　野　奈津子 リスタート
21914 松　崎　玲　希 ミジンコＪＣ
21915 松　尾　和　枝 東京都
21916 料　治　香　里 神奈川県
21917 馬　場　貴美子 札幌市
21918 芝　本　智　子 大阪府
21919 山　崎　知　子 札幌市
21920 齋　藤　雅　子 宮城県
21921 鎌　田　昌　子 済生会小樽病院
21922 中　山　由来美 九品寺ＭＣＺ
21923 御田村　智　子 イビ練
21924 安　藤　由美子 愛知県
21925 安　東　保　子 佐賀県
21926 高　井　亨　子 群馬県
21927 山　本　なをみ 札幌市
21928 町　田　祐　子 らんこよ
21929 秋　澤　純　子 駒沢ＪＣ
21930 山　田　宇都美 札幌市
21931 中　野　智　子 大阪府
21932 佐　藤　亜　美 ＫＲＣ
21933 大　平　美恵子 幌加内町
21934 大　野　真　紀 東京都
21935 中　井　佐　世 大阪府
21936 水　野　智　子 チームマグナム
21937 米　虫　則　子 ＲＷＳ
21938 鈴　木　華　恵 ＰＲＣ
21939 石　井　貴　代 茨城県
21940 伊　藤　かほり ルーシーズ
21941 渡　邉　ふ　み 東京都
21942 外　西　滝　美 埼玉県
21943 髙　橋　成　子 東京都
21944 中　村　智　美 すみラン
21945 今　村　朱　美 埼玉県
21946 佐　藤　遼　子 東京都
21947 加　藤　文　子 キャラサラ
21948 中　川　朱　美 旭川市
21949 堀　　　典　子 静岡県
21950 牧　野　順　子 岐阜県
21951 今　　　奈都里 東京都
21952 坂　本　祐　子 福岡県
21953 山　崎　え　り 京都府
21954 佐　藤　由　佳 札幌市
21955 堀　野　麻衣子 札幌市
21956 小　林　佳　恵 愛知県
21957 宮　崎　直　美 札幌市
21958 熊　谷　志　麻 東京都
21959 吉　仲　真　紀 東京都
21960 黒　田　清　子 兵庫県
21961 大　野　三　紀 ＲＲＴ　ＴＫＢ
21962 鈴　木　恵里子 埼玉県
21963 横　山　智　子 スケキヨ会
21964 田　森　あさこ 大阪府
21965 笹　本　真奈美 東京都
21966 真　砂　ヒデ子 東邦リース㈱
21967 中　垣　愛　子 大阪府
21968 谷　　　明日美 東京都
21969 春　原　亜　希 東京都
21970 荻　野　ゆかり 東京都
21971 近　間　さおり 札幌市
21972 畑　中　律　子 札幌市
21973 内　村　伸　子 北見市
21974 早　坂　希　美 札幌市
21975 藤　原　な　え 札幌市
21976 山　本　友　子 出光愛知陸上部
21977 大　滝　　　薫 大阪府
21978 羽　田　仁　美 リュウ＆ハナ
21979 河道前　圭　子 札幌市
21980 河　西　　　香 札幌市
21981 鈴　木　純　香 東京都
21982 秋　元　早　苗 サタデイズ
21983 松　角　貴　子 大濠５５５
21984 大　江　み　か ランコレ
21985 山　形　　　彩 東京都
21986 渡　邊　綾　乃 札幌市
21987 白　石　　　望 帯広市
21988 岡　田　朋　子 赤れんが走友会
21989 齋　藤　真理子 石川県
21990 黒　澤　裕　子 大樹町
21991 桑　野　まりん 神奈川県
21992 中　川　香　穂 東京都
21993 市　村　　　薫 ＵＲＣ
21994 池　田　洋　子 群馬県

21995 塚　田　礼　圭 埼玉県
21996 石　田　理　絵 函館走ろう会
21997 駒　木　美　樹 ＬＲ
21998 堀　江　美　咲 愛知県
21999 西　山　豊　子 神奈川県
22000 妻　木　玲　子 札幌市
22001 田　北　真樹子 東京都
22002 加　藤　美千代 神奈川県
22003 福　元　智　子 愛知県
22004 有　井　真由美 札幌市
22005 藤　原　志　保 札幌市
22006 對　馬　麻　恵 アロハスター
22007 石　川　祐　美 埼玉県
22008 霧　生　由　紀 札幌市
22009 今　野　惠　子 士別走らん会
22010 蓮　尾　朱　実 神奈川県
22011 荒　木　杏　菜 旭川市
22012 吉　岡　えりな 音更町
22013 岩　渕　晃　子 札幌市
22014 猪　股　理　恵 札幌市
22015 角　田　由起子 ＴｅａｍＣａｎ
22016 佐　藤　詩　緒 音更町
22017 西　口　陽　子 ＡＲＣ
22018 江　崎　郁　恵 ＹＳＡＣ
22019 高　橋　里　美 グッジョブ
22020 本　多　ゆかり 群馬県
22021 鎌　田　達　子 大阪陸協
22022 河　口　晶　子 河口牧場
22023 木　元　加奈子 千歳市
22024 城　市　由　紀 Ｔ－キャッスル
22025 冨　澤　めぐみ うさおＲＣ
22026 厚　味　幸　子 東京都
22027 上　坂　　　愛 愛知県
22028 宮　田　あき子 札幌市
22029 木　谷　貴　子 埼玉県
22030 黒　川　二三子 東京陸上競技協
22031 相　澤　奈緒美 宮城県
22032 山　根　周　子 札幌市
22033 湯　浅　麻　世 旭川市
22034 江　川　友　菜 埼玉県
22035 榎　本　みのり 神奈川県
22036 水　谷　綾　音 別海町
22037 林　　　陽　子 ＵＲＣ
22038 佐々木　恵　美 釧路市
22039 佐　藤　　　舞 東京都
22040 北　井　　　恵 札幌市
22041 津　川　美　世 Ｒ２西日本
22042 村　上　美　和 札幌市
22043 上　延　美智子 兵庫県
22044 佐々木　さゆり 札幌市
22045 小　村　　　幸 ハートセンター
22046 高　崎　美佐代 いび練
22047 仁　木　房　枝 札幌市
22048 原　田　千代美 札幌市
22049 小　澤　美　香 札幌市
22050 樋　浦　真由美 ＴＥＡＭ　８７
22051 伊　藤　結　実 岐阜県
22052 梶　　　泰　子 香川県
22053 石　井　智　子 もっきりさん
22054 小　川　理　恵 石狩市
22055 山　上　育　代 札幌市
22056 古　川　千　里 リップル
22057 奥　田　弘　子 札幌市
22058 大　橋　敬　子 札幌走ろう会
22059 木　村　葉里子 小幡ぐるぐる
22060 門　脇　綺　莉 三重県
22061 堀　　　珠　美 ファントレイル
22062 古　川　怜　子 東京都
22063 天　間　昌　代 神奈川県
22064 増　田　ケイ子 旭川市
22065 岩　城　未央子 わたなべぱいぷ
22066 津　田　美　加 ニセコ町
22067 富　樫　佳　子 パンニー走会
22068 小　川　百加里 キャラサラ
22069 久　保　弘　美 札幌市
22070 魚　津　英　里 札幌市
22071 古　川　久仁子 神奈川県
22072 大　野　裕　美 神奈川県
22073 佐　藤　史　織 ＮＲＣ
22074 林　　　まゆみ ＨーＢＬＯＯＤ
22075 高　橋　美　和 留萌市
22076 椎　葉　　　優 愛知県
22077 佐々木　　　円 苗穂ランナーズ
22078 近江谷　史　恵 札幌市
22079 有　川　みち代 大阪府
22080 今　堀　幸　恵 小樽市
22081 大　口　祐　子 愛知県
22082 相　木　千　明 旭川市
22083 石　田　　　睦 札幌市
22084 大　木　麻　衣 札幌市
22085 三　宅　弘　子 大阪府
22086 菊　地　七　美 神奈川県
22087 後　藤　満　喜 東京都
22088 倉　兼　亜　紀 北見市
22089 屋　代　昌　美 札幌市
22090 磯　前　佳　子 埼玉県
22091 高　橋　祥　子 たかはしＲＣ
22092 村　上　路　代 市立旭川病院
22093 阿　部　真　子 札幌市
22094 入　倉　　　幸 札幌市
22095 立　谷　絵梨奈 札幌市
22096 齊　藤　奈菜子 札幌市
22097 高　島　久　美 兵庫県
22098 小　林　聖　子 静岡県
22099 鈴　木　国　仁 小幡ぐるぐる
22100 山　﨑　真規子 滝川市
22101 田　村　早　苗 札幌市
22102 志　知　はるみ 札幌市

22103 横　田　奈緒美 釧路市
22104 田　島　理恵子 チームＲａｙ
22105 小　西　明　子 富良野市
22106 釜　石　清　美 手稲渓仁会病院
22107 齋　藤　尚　子 札幌市
22108 園　部　一　実 東京都
22109 水　谷　冨　栄 進化塾
22110 山　口　愛　乃 拓殖大学
22111 山　口　智　美 愛知県
22112 高　橋　洋　子 岩手県
22113 清　水　貴　子 東京都
22114 鈴　木　ひらり 札幌市
22115 杉　山　朋　子 東京都
22116 佐々木　真由美 札幌市
22117 宮　崎　優　子 札幌陸協
22118 原　田　雅　代 札幌市
22119 柏　　　昌　子 作っと！
22120 大　塚　美　和 ハニーアクショ
22121 塚　本　昌　恵 札幌市
22122 丸　田　凜　子 東京都
22123 伊　能　　　恵 群馬県
22124 村　端　志津恵 札幌市
22125 宮　内　幸　恵 千葉県
22126 嶋　田　美　緒 ＰＡＲＣ
22127 阿　部　美　香 福岡県
22128 小野寺　史　子 神奈川県
22129 山　本　淳　子 静岡県
22130 上　岡　明　美 札幌市
22131 川　瀬　幸　子 しんかな走ろう
22132 安　藤　明　子 札幌市
22133 久　保　かよ子 札幌市
22134 齋　藤　理　加 札幌市
22135 池　田　晶　子 ジェイナス
22136 宮　下　牧　弓 富良野市
22137 前　川　朋　子 カトレア
22138 川　野　麻里子 東京都
22139 鈴　木　聖　美 札幌市
22140 矢　野　和　子 愛知県
22141 木　村　深　雪 札幌市
22142 佐　藤　朱美子 音更町
22143 木　村　絢　子 ＡＬＯＨＡ
22144 足　立　有　美 ＡＬＯＨＡ
22145 松　田　しのぶ キャラサラ
22146 木　村　由　加 ウィンドワード
22147 鎌　田　芳　理 札幌市
22148 田　原　美有紀 埼玉県
22149 納　土　由季子 千葉県
22150 西　川　姿　子 道南ＲＣ
22151 粟飯原　ゆ　り 神奈川県
22152 岡　村　啓　子 ウィングエル
22153 伊　藤　千　春 札幌市
22154 瀧　上　佳　那 大阪府
22155 舛　田　香　澄 大阪府
22156 平　野　千　里 神奈川県
22157 西　崎　結美子 東京都
22158 青　木　巧　実 札幌市
22159 三　宅　文　香 ＡＴＨＬＥＴＥ
22160 田　中　佑　美 大阪府
22161 数　土　裕　子 Ｍｏｍｏｒｏ
22162 鈴　木　秋　江 東京都
22163 上　田　絢　加 たかはしＲＣ
22164 大　畑　美奈子 兵庫県
22165 寺　田　美由紀 兵庫県
22166 浪　内　明　子 札幌市
22167 須　賀　幸　恵 酒猿組
22168 山　崎　　　香 上風連ＡＣ
22169 二本柳　　　恵 札幌市
22170 矢　尾　千　里 大阪府
22171 山　中　広　美 明石市陸協
22172 清　藤　順　子 札幌市
22173 大　瀬　尚　子 大阪府
22174 二　瓶　ゆかり 東京都
22175 安　東　芳　理 東京都
22176 菅　野　真　喜 札幌市
22177 宮　本　ル　ミ ＲＵＮにゃーず
22178 相　上　律　子 石川県
22179 三　浦　恵　理 札幌市
22180 菅　　　洋　子 神奈川県
22181 浦　崎　文　子 酔走楽
22182 伊　藤　文　子 札幌市
22183 原　田　京　子 福岡県
22184 末　岡　澄　子 チームマグナム
22185 吉　田　久美子 神奈川県
22186 瀬　尾　貴　子 大阪府
22187 野　口　悦　子 札幌市
22188 阿　部　美　果 エステム
22189 野　口　法　子 黒松内町
22190 上　田　順　子 千葉県
22191 直　良　陽　子 東京都
22192 加　藤　麻　生 埼玉県
22193 大　山　友　絵 函館市
22194 縣　　　真理子 東京都
22195 山　片　里　美 千葉県
22196 本　間　美　波 東京都
22197 小　原　由美子 札幌市
22198 須　田　理　恵 フル百回楽走会
22199 田　中　千　尋 フル百回楽走会
22200 冨　永　り　か ＲＩＳＥ　ＲＣ
22201 山　脇　由佳子 大阪府
22202 後　藤　亜　紀 新潟県
22203 田　島　和　美 千葉県
22204 太　田　伊代香 神奈川県
22205 吉　本　友　美 札幌市
22206 岸　本　逸　子 道南ＲＣ
22207 吉　田　智　子 大阪府
22208 中　村　智　美 熊本県
22209 杉　山　恵　子 静岡県
22210 梅　田　有　美 兵庫県
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22211 阿　部　ひとみ 東京都
22212 木　下　友　美 札幌市
22213 足　立　美　幸 千葉県
22214 大　谷　玲　子 恵庭走友会
22215 稲　田　華　子 千葉県
22216 米　森　直　子 若返り隊
22217 島　　　直　美 イマクリエイト
22218 阿久津　孝　子 東京都
22219 森　　　光　子 愛知県
22220 川　﨑　留美子 帯広市
22221 杉　浦　優　子 愛知県
22222 兼　平　悦　子 走る女ＪＷＢ
22223 木　下　由紀江 チームまたぎ
22224 矢　田　ひとみ 神奈川県
22225 堤　　　紀　子 東京都
22226 井　田　寿　枝 小樽市
22227 泉　屋　恭　子 札幌市
22228 蓬　莱　佳　代 大阪府
22229 高見澤　　　秋 オールスポーツ
22230 芹　生　　　夢 神奈川県
22231 工　藤　菜瑠美 札幌市
22232 長谷川　朋　子 広島県
22233 大　泉　洋　子 札幌市
22234 津　田　佳　子 帯広市
22235 香　島　多　希 札幌市
22236 山　口　史　帆 蘭越町
22237 岡　本　聡　実 神奈川県
22238 間　宮　明　美 岐阜県
22239 鹿　取　美登利 スマイルＲＵＮ
22240 北　野　幸　恵 東京都
22241 大矢知　玲　子 埼玉県
22242 窪　田　稔　美 山梨県
22243 羽　生　絵　梨 中標津町
22244 島　　　幸　恵 ＴＡＣ
22245 村　上　久美子 徳島県
22246 梅　本　　　瞳 大阪府
22247 猪　瀬　美　里 札幌市
22248 成　田　　　忍 札幌市
22249 竹　村　かをる ＴＯＮＡＲＩ
22250 木　下　留美子 札幌市
22251 遠　城　早　苗 札幌市
22252 橋　元　聖　子 北九州ランステ
22253 後　藤　梨　恵 兵庫県
22254 片　山　由　美 愛知県
22255 黒　光　悦　子 円山花笑夢
22256 中　島　誠　子 愛知県
22257 川　上　三津子 東京都
22258 山　田　晃　子 旭川市
22259 佐　野　陽　子 札幌市
22260 佐　藤　好　子 ゴールドジム
22261 山　本　章　子 神奈川県
22262 三　原　美　子 千歳市
22263 竹　中　さゆり 神奈川県
22264 遠　藤　律　子 東京都
22265 福　永　友　紀 札幌市
22266 佐　藤　真智子 兵庫県
22267 広　田　理　恵 グッジョブ
22268 吉　田　順　子 ドランカーズ
22269 市　丸　絵里子 根室市
22270 長　合　晴　子 埼玉県
22271 齋　藤　頼　子 新潟県
22272 合　田　彩里衣 長谷川塾
22273 平　間　　　凜 旭川市
22274 森　川　裕　子 ココンバレエ
22275 見　置　幸　代 滋賀県
22276 八　鳥　真　知 埼玉大井ＲＣ
22277 平　野　綾　子 東京都
22278 木　村　早　苗 滋賀県
22279 林　　　佑　紀 ＭＲＣ
22280 林　　　　　悠 札幌市
22281 佐　藤　悦　子 札幌市
22282 大　村　　　恵 爽快走会
22283 小笠原　潤　子 北あかり
22284 水　口　康　代 札内ママ
22285 野木森　敦　子 神奈川県
22286 深　津　多恵子 愛知県
22287 小　出　亜矢子 福井県
22288 佐　藤　美　枝 登別市
22289 佐　藤　愛　美 ビール飲み隊
22290 中　原　由佳里 千葉県
22291 遠　藤　恵　子 苫小牧市
22292 肥　塚　麻里子 コレール
22293 笹　森　　　瞳 神奈川県
22294 金　　　瑞　恵 東京都
22295 菅　原　利　枝 ＴＲＡＣＫ東京
22296 大　林　洋　子 奈良県
22297 中　村　文　美 東京都
22298 岡　崎　秀　子 東京都
22299 井　上　綾　子 奈井江町
22300 平　山　奈那美 三重県
22301 上　田　悠紀子 神奈川県
22302 池　島　沙穂里 神奈川県
22303 佐　藤　千登勢 ＵＡゼンセン
22304 谷　口　なをみ 奈良県
22305 高　田　眞　理 愛知県
22306 細　川　絵里子 エスマラソン部
22307 辻　　　祥　子 帯広厚生病院
22308 落　合　美　加 東京都
22309 山　下　章　花 東京都
22310 藤　井　友　美 兵庫県
22311 平　尾　佳奈江 ちーむ急
22312 三　浦　幸　子 ＲＡＩＳＥ
22313 松　永　知　佳 東京都
22314 神　　　る　り 札幌市
22315 倉　堀　早　苗 チームよもよも
22316 鈴　木　みさき 東京都
22317 尾　形　貴　子 千葉県
22318 大　村　由莉香 札幌市

22319 鈴　木　いさ子 道マラソンク
22320 吉　岡　仁　子 大阪ミント
22321 鈴　木　里　歩 兵庫県
22322 湊　　　さやか 千葉県
22323 柿　澤　こころ 北医大陸上部
22324 田　村　瑶　子 江別市
22325 鳥　居　久　美 京都府
22326 近　藤　聡　美 千葉県
22327 高　木　宣　子 石狩市
22328 市　川　英　子 大阪府
22329 稲　継　祐　子 兵庫県
22330 川　上　嘉　代 東京都
22331 高　濱　奈美子 熊本県
22332 田　椽　　　綾 ボルドークラブ
22333 Ｎａｒｉｙａｓｕ　Ｊａｃｌｙｎ 大阪府
22334 野　田　まなみ 札幌市
22335 伊　藤　美　幸 ＳＳＡＣ
22336 黒　澤　早　苗 札幌市
22337 杉　本　亜希枝 三重県
22338 谷　江　あ　み 札幌市
22339 大　島　由起子 大阪府
22340 西　永　貴　子 札幌市
22341 坂　本　奈　美 ＪＯＹＦＩＴ
22342 佐久間　千　尋 東京都
22343 佐　藤　理　恵 岩手県
22344 清　野　千寿子 札幌市
22345 田　中　いずみ 函館市
22346 島　根　直　美 オン・ジャパン
22347 溝　口　　　彩 ブレソフィ
22348 原　　　生子美 札幌市
22349 前　田　いづみ 深川市
22350 松　浦　佳　織 札幌市
22351 清　水　紀　代 愛媛県
22352 渡　辺　美　保 富良野市
22353 村　上　加　代 宮城県
22354 櫻　井　明日美 札幌市
22355 大久保　はるみ 札幌市
22356 平　田　夏　子 凡人ＲＣ
22357 早　川　優　花 三重県
22358 山　下　友　希 札幌市
22359 崎　原　貴　代 愛知県
22360 広　内　梨　奈 札幌市
22361 丸　山　尚　子 東京都
22362 秋　田　貴　子 札幌市
22363 安　部　和　子 京都府
22364 長　南　早紀子 埼玉県
22365 長谷川　由季子 東京都
22366 菅　原　いづみ ＭＥＲＭＡＩＤ
22367 冨　田　陽　子 大阪走ろう会
22368 真　崎　里　江 東京都
22369 吉　川　ひらり 愛知県
22370 舟　生　実由基 東京都
22371 峯　　　与志美 ＳＭＲＣ
22372 堤　　　理　恵 札幌市
22373 森　谷　京　子 神奈川県
22374 齊　藤　亜紀子 千葉県
22375 白　潟　　　綾 千葉県
22376 中　川　美智子 チーム陽彩
22377 半　澤　晃　子 札幌市
22378 岩　下　美　保 神奈川県
22379 千　葉　郁　代 室蘭入江ＲＣ
22380 斉　田　美　樹 東京都
22381 森　垣　典　子 兵庫県
22382 松　尾　　　薫 神奈川県
22383 葛　西　由　希 青森県
22384 桑　野　克　代 福岡県
22385 新　郷　　　妙 兵庫県
22386 堀　江　かおる 東京都
22387 井　上　勢津子 札幌市
22388 庄　谷　弘　美 兵庫県
22389 鈴　木　百合香 兵庫県
22390 小　泉　　　薫 札幌市
22391 船　木　亜希子 ぷっ
22392 有　満　玲　香 東京都
22393 長谷川　　　凪 埼玉県
22394 橘　田　夏　生 札幌市
22395 田　中　淳　子 銭湯ランナー部
22396 田　口　　　妙 岡山県
22397 菊　川　法　子 東京都
22398 水　野　由紀子 札幌市
22399 越　田　まなみ 兵庫県
22400 大　谷　まさみ 楽走４１２旭川
22401 小　山　郁　恵 しゃきっと
22402 坂　井　清　美 茨城県
22403 砂　原　百　実 愛知県
22404 中　田　里　美 香川県
22405 金　林　美　穂 金ちゃん
22406 秋　元　美　保 大阪府
22407 中　村　　　梢 札幌市
22408 藤　川　節　子 クラフト
22409 前　岡　月　枝 東京都
22410 大　山　里　江 愛知県
22411 湊　　　ひ　ろ 神奈川県
22412 川　合　優美子 苗穂ランナーズ
22413 西　村　由美子 千葉県
22414 井　川　真実子 東京都
22415 楠　　　瑠美子 神奈川県
22416 松　井　真智子 札幌市
22417 正　木　美穂子 東京都
22418 松　岡　香　菜 札幌市
22419 高　橋　朋　子 千葉県
22420 植　竹　博　美 栃木県
22421 坂　根　由美子 大阪府
22422 嶋　　　乙　夏 札幌市
22423 米　倉　　　愛 愛知県
22424 間　嶋　京　子 札幌市
22425 白　田　祐　子 北あかり
22426 中　村　博　子 東京都

22427 中　島　智　子 滋賀県
22428 齋　藤　千　穂 東京都
22429 秋　濃　真紀子 大日本印刷
22430 藤　田　直　子 札幌市
22431 五十嵐　康　子 埼玉県
22432 三　科　順　子 埼玉県
22433 中　村　文　美 札幌市
22434 北　田　知　子 滋賀県
22435 宝　崎　行　世 Ｚｉｐ－ＲＣ
22436 伊　野　宏　子 東京都
22437 大　川　佳　美 余市マラソンク
22438 高　瀬　育　子 エスマラソン部
22439 渡　邊　　　歩 家庭教あゆみ会
22440 上　野　知恵巳 札幌市
22441 田　村　裕　子 神奈川県
22442 北　原　宥　奈 札幌市
22443 山　下　祐　子 兵庫県
22444 石　崎　賀　織 東京都
22445 糸　井　裕　理 札幌市
22446 南　渕　美　玲 札幌市
22447 鈴　木　博　美 江別市
22448 後　藤　洋　子 ロンド東大和
22449 伊　藤　由　記 神奈川県
22450 土　井　沙　織 おはぎつぶあん
22451 吉　田　恭　子 札幌市
22452 因　　　和　代 グッジョブ
22453 白　川　靖　恵 はまちゃんねる
22454 岩　田　絵　里 旭川市
22455 吉　田　千鶴子 ＤＣ大通り
22456 島　田　裕　子 東京都
22457 福　田　彩　子 西岡保育園
22458 増　田　裕　子 愛知県
22459 芹　生　　　緑 神奈川県
22460 新　井　恵　美 東京都
22461 三　木　彩　音 埼玉県
22462 小　泉　理　奈 東京都
22463 菊　地　ひろみ ＳＣＵ
22464 菅　谷　寿美子 札幌市
22465 梶　原　美　紀 千葉県
22466 高　山　美　和 札幌市
22467 湯　　　于　宣 東京都
22468 八　幡　みどり 札幌市
22469 紀　本　知　子 札幌市
22470 山　中　洋　美 東京都
22471 柿　崎　君　子 青森県
22472 横　野　香　奈 札幌市
22473 佐　藤　園　子 秋田県
22474 池　田　有理絵 札幌市
22475 奥　村　陽　子 札幌市
22476 岡　本　ケ　イ 大阪府
22477 津　田　千香子 大阪府
22478 二　津　千佐子 ｂｅａｎｓ
22479 村　田　宮　子 東京都
22480 酒　井　智香子 白老町
22481 東　　　由美子 神奈川県
22482 一　野　　　麗 札幌山の上病院
22483 細　川　妙　子 千葉県
22484 三　浦　恵　美 いちたかＲＣ
22485 八　木　恵　美 静岡トランポ協
22486 芦　澤　優　美 東京都
22487 水　山　久美子 道南ＲＣ
22488 間　処　陽　子 静岡県
22489 古　村　直　美 富山県
22490 李　家　扶希子 健・康クラブ
22491 竹　本　相　良 パッション
22492 青　木　志　穂 京都府
22493 青　木　真　由 京都府
22494 都　築　知　代 愛知県
22495 新井田　かおり 松前町
22496 大　槻　紀　子 トラックトーキ
22497 小　川　由紀子 札幌市
22498 村　井　紗　耶 株式会社カネカ
22499 山　﨑　珠　緒 埼玉県
22500 前　田　晴　夏 東京都
22501 金　子　真由美 大日本印刷
22502 久　米　恵　美 東京都
22503 紺　野　百合子 作ちょっとラン
22504 福　田　理　恵 サムズアップ
22505 早　川　美　鈴 札幌市
22506 笹　森　由美子 輔仁会ＲＣ
22507 田　中　　　忍 ＡＤ損害保険
22508 小松原　　　恵 ランピース
22509 木　谷　澄　子 札幌市
22510 前　田　美寿穂 大阪府
22511 天　木　麻奈実 Ｒ２中日本
22512 金　　　佳　美 札幌市
22513 小野田　阿　未 ヨコハマタイヤ
22514 木　村　理　紗 札幌市
22515 佐　藤　由利子 札幌市
22516 音　島　早　苗 稲木クリニック
22517 加　藤　千栄子 札幌市
22518 合　田　美　樹 札幌市
22519 山　田　紗矢香 愛知県
22520 楫　屋　めぐみ 愛知県
22521 奥　本　芳　子 函館走ろう会
22522 高　木　雅　子 熊本県
22523 阿　部　麻理奈 網走市
22524 堀　口　雪　子 埼玉県
22525 米　田　久美子 愛知県
22526 伏　見　　　英 東京陸協
22527 土　屋　弘　子 ｆｒｕｎ
22528 玉　川　さゆり 兵庫県
22529 西　岳　しのぶ 大阪府
22530 池　田　　　薫 埼玉県
22531 勝　野　美　樹 東京都
22532 熊　坂　麻致子 東京都
22533 辻　　　茜　里 倶知安町
22551 池　内　綾　乃 神奈川県

22552 青　木　寧　々 ＡＮＡカーゴ
22553 伊　藤　知　美 東京都
22554 造　田　華　子 田畑塾
22555 石　川　裕　美 チームおぷたて
22556 堀　江　知恵子 愛知県
22557 杉　山　美恵子 オンダマラソン
22558 鈴　木　かおり 愛知県
22559 吉　田　香　菜 札幌市
22560 佐　坂　美　子 室蘭市
22561 尾　崎　小　枝 江別市
22562 田　中　雅　美 札幌市
22563 若　林　洋　美 札幌市
22564 照　井　　　恵 神奈川県
22565 加　藤　里　菜 札幌市
22566 加　藤　かおり ＫＲＰ
22567 野　村　正　子 愛知県
22568 久　岡　志　絵 大阪府
22569 岸　野　希久子 愛知県
22570 馬　場　美奈子 札幌市
22571 能　瀬　眞知子 湘南ＦＡＲＣ
22572 重　松　明　子 福岡県
22573 柿　川　美智子 名寄ファンラン
22574 藤　田　聡　美 札幌市
22575 高　橋　利香子 石狩市
22576 島　津　吾佐美 大阪府
22577 勝　股　真由美 ＬＵＡＮＡ　Ｒ
22578 小　山　和　代 愛知県
22579 岡　田　瑞　枝 トモズＲＣ
22580 石　岡　裕　子 ８ｓｐ
22581 熊　野　里　砂 東京都
22582 大　前　有　加 札幌市
22583 佐久間　美　樹 京都府
22584 谷　沢　実佐子 兵庫県
22585 本　多　清　香 東京都
22586 橋　本　由紀子 菅原眼科
22587 岡　本　千　英 札幌市
22588 伊　藤　幸　恵 興部町
22589 末　田　浩　子 福岡県
22590 宮　達　理　江 札幌市
22591 斉　藤　玲　子 北あかりＲＣ
22592 細　谷　導　恵 札幌市
22593 中　島　　　梓 東京都
22594 佐々木　美　香 エクスマ９９期
22595 浅　田　尚　江 群馬県
22596 鳥　江　一　美 東京都
22597 倉　　　あゆみ 京都府
22598 真　田　有紀子 札幌市
22599 中　港　一　絵 札幌市
22600 村　上　彩　香 福岡県
22601 樋　口　玲　菜 埼玉県
22602 内　海　洋　子 札幌市
22603 八重樫　佳　子 神奈川県
22604 勝　野　真由美 静岡県
22605 林　　　悠里江 札幌市
22606 嶋　田　己　早 ブレイクスルー
22607 中　原　あずさ 札幌市
22608 苅　込　美登里 千葉県
22609 繁　田　典　子 東京陸協
22610 神　津　　　晶 兵庫県
22611 佐　藤　初　美 ＡＲＣ東京
22612 加　賀　由　奈 愛知県
22613 梅　木　　　順 山形県
22614 松　岡　久　美 旭川市
22615 甲　斐　愛　恵 愛知県
22616 杉　山　衣　里 愛知県
22617 高　橋　ゆき子 札幌市
22618 中　川　　　円 札幌市
22619 若　松　礼　恵 札幌市
22620 木　村　かおる 青森県
22621 松　井　　　香 大阪府
22622 金　子　洋　子 埼玉県
22623 高　津　千佳子 東京都
22624 渡　辺　恵美子 渡辺ファミリー
22625 村　井　由理加 札幌市
22626 山　崎　純　子 青森県
22627 篠　田　良　恵 チームハピネス
22628 三　宮　彩　華 愛知県
22629 笹　森　奏　美 札幌市
22630 塩野谷　勝　子 ゆっくりーず
22631 西　池　敏　子 ゆっくり～ず
22632 天　野　　　彩 札幌市
22633 横　江　沙央莉 札幌市
22634 来　間　賀　子 東京都
22635 松　林　瞳　美 スウィングＲＣ
22636 松　井　　　歩 札幌市
22637 今　　　いづみ ＫＭＫＣ
22638 桑　原　美　恵 江別市
22639 前　田　理　恵 東京都
22640 梅　澤　理　恵 ＮＴＴアカシア
22641 織　田　恵　実 神奈川県
22642 田　中　　　弓 東京都
22643 要　覚　美　杉 札幌市
22644 小　坂　恵　子 マラソンひとり
22645 森　戸　とし子 木場公園
22646 平　山　律　子 ゆっくりーず
22647 堀　内　朋　美 札幌
22648 工　藤　智枝子 チームｋｆ
22649 齋　藤　里　美 パピヨン北斗
22650 菊　地　伸　子 札幌市
22651 大　坂　美保子 アーキラボＲＣ
22652 岩　井　雅　美 なのクリ
22653 辻　　　千　明 栃木県
22654 菅　野　佐知子 千葉県
22655 関　根　景　子 二子玉川走友会
22656 里　中　智恵美 三重県
22657 林　　　二　葉 東京都
22658 米　谷　直　美 東京都
22659 堤　田　正　美 兵庫県
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22660 服　部　由　香 東京都
22661 横　井　さえ子 茨城県
22662 横　井　瑞　穂 宮城県
22663 大　橋　晴　子 京都府
22664 中　島　久美子 埼玉県
22665 坂　野　早　苗 愛知県
22666 舘　山　　　恵 千歳市
22667 今　田　久美子 東京都
22668 青　木　真　弓 幕別町
22669 阿　部　由　佳 Ｕ＊ｎａｉｌ
22670 高　松　典　子 札幌市
22671 岡　　　加奈子 神奈川県
22672 今　野　　　純 札幌市
22673 安　田　真佐子 野幌森林走る会
22674 瀬　川　優　紀 あんごの森銀山
22675 石　川　里　子 岐阜県
22676 薄　木　慶　子 ＭＫ
22677 寺　口　芽　理 ｉｒｏｈａｎａ
22678 渡　辺　京　子 リスタート
22679 鈴　木　亜衣梨 Ｏｒｑｕｅ
22680 林　　　幸　香 札幌市
22681 岡　田　幸　子 白老町民病院
22682 竹　内　ク　ミ 札幌市
22683 松　下　千　秋 チーム松下
22684 巽　　　紅　美 奈良県
22685 工　藤　幸　恵 宮城県
22686 五十嵐　江　子 室蘭市
22687 谷　口　早　苗 幕別町
22688 徳　保　裕　美 札幌市
22689 長　江　ひろみ 札幌
22690 羽　賀　満知子 札幌市
22691 斉　藤　正　美 京都府
22692 石　本　政　恵 札幌市
22693 山　田　美　里 北広島市
22694 里　村　としこ アロハスター
22695 長谷川　晃　子 にれ
22696 松　坂　美智子 千葉県
22697 印　牧　利津子 小清水町
22698 二丹田　玲　子 ハチスポ
22699 日　置　ゆかり 札幌市
22700 瀬　戸　桃　恵 札幌市
22701 尾　上　弓　子 奈良県
22702 佐　藤　有　美 札幌市
22703 秋　葉　成　美 埼玉県
22704 谷　　　花央梨 兵庫県
22705 野　口　　　緑 大阪府
22706 赤　石　ゆきえ パリジャンサガ
22707 杉　田　とき美 愛知県
22708 七　條　喜代子 大阪府
22709 若　林　亜紀子 駅前食堂千歳屋
22710 高　橋　香　帆 釧路トヨタ
22711 諏訪園　弥　生 千葉県
22712 渡　辺　和　美 新潟県
22713 菅　井　久美子 札幌市
22714 谷　口　美　紀 愛知県
22715 南　田　奏　絵 ＮＥＳ東海
22716 原　井　牧　子 ｏｋｏｊｏ
22717 戸井田　牧　子 ギリギリ完走部
22718 斉　藤　厚　子 北海道マラソン
22719 武　田　千　草 札幌市
22720 粕　川　知　子 群馬県
22721 福　藤　晶　子 札幌市
22722 佐　藤　政　美 江別市
22723 具　　　　　恵 そらいろ
22724 杉　村　麻　衣 奈良県
22725 長　濱　良　重 東京都
22726 戸　田　る　み 札幌市
22727 櫻　井　千　尋 遠軽町
22728 牧　田　裕　子 愛知県
22729 山　本　百　代 千歳市
22730 小　泉　真　澄 児童センター
22731 小松田　和　枝 北見市
22732 野　崎　房　代 東京都
22733 高　野　都喜子 えるぼん
22734 田　辺　やす子 沖縄県
22735 大　原　潤　子 株式会社カネカ
22736 金　山　　　歩 株式会社カネカ
22737 伊　生　祥　見 東京都
22738 今　村　淑　子 岐阜県
22739 宮　川　美知子 東京都
22740 桑　本　香奈子 ＳＴＲＫ
22741 近　藤　亜由美 黒松内町
22742 小　林　崇　美 東京都
22743 潟　渕　里　美 アピアＧＲＡ
22744 音　成　雅　子 福岡県
22745 井　上　美　穂 神奈川県
22746 秋　山　智　子 札幌市
22747 今　村　良　子 札幌市
22748 竹　山　登世子 旭川市
22749 大　坂　由美子 岩見沢市
22750 相　蘇　尚　子 ボンビーズ
22751 下　村　明　子 佐賀県
22752 黒　河　葉　子 札幌市
22753 久　蔵　美和子 札幌市
22754 梶　本　紀　子 西川ランニング
22755 川　口　香　織 東京都
22756 寺　島　博　美 札幌市
22757 福　田　房　代 京都府
22758 木　本　ひとみ 札幌市
22759 小　松　裕　美 愛知県
22760 菅　原　恵　子 名寄ファンラン
22761 大久保　行　子 神奈川県
22762 菅　野　朋　子 埼玉陸協
22763 加　納　美佐恵 アーキラボ
22764 鈴　木　寿　美 東京都
22765 大　塚　由　美 岐阜県
22766 畑　　　希代恵 石狩市
22767 児　島　一　枝 東海理化

22768 浜　崎　妙　子 三角山走友会
22769 杉　山　淳　子 音更町
22770 濱　田　ゆうこ 徳島県
22771 中　崎　千佳子 大阪府
22772 芦　田　　　恵 神奈川県
22773 中　村　久美子 ねっとらん札幌
22774 三　浦　聡　子 宮城県
22775 清　水　律　子 兵庫県
22776 永　田　史　織 札幌市
22777 加　藤　　　泉 愛知県
22778 堀　　　なぎさ 愛知県
22779 木　村　和　代 野幌森林公園走
22780 成　瀬　葉　子 六華ＲＣ
22781 吉　浦　宏　美 東京都
22782 中　神　真由美 岩手県
22783 横　井　紀　子 東京都
22784 小　野　聡　子 札幌市
22785 蛭　間　八重子 北広島ＲＣ
22786 西　郷　由　香 ライブラン
22787 澤　野　尚　子 旭川市
22788 淺　沼　双　枝 十勝勤医協
22789 辻　　　雪　子 札幌市
22790 渡　部　裕希子 浦河町
22791 大　江　さくら 八雲町
22792 黒　田　美絵子 札幌市
22793 小　菅　雅　恵 埼玉県
22794 松　島　由　佳 群馬県
22795 八　尾　　　恵 埼玉県
22796 猪　又　佐枝子 札幌市
22797 小　泉　夕　子 千歳市
22798 大　山　小百合 愛知県
22799 田　中　久美子 オレンジハウス
22800 下　原　眞　理 ＴＥＡＭ＊Ｓ
22801 元　木　陽　子 東京都
22802 長　沼　紗　彩 札幌市
22803 丸　繁　夏　未 広島県
22804 角　　　育　美 千葉県
22805 相　川　恵理子 滝川ＢＥＥＲＳ
22806 植　松　美　香 埼玉県
22807 梅　田　香世子 千葉県
22808 小　郷　美　峰 大阪府
22809 葉多野　雅　美 東京都
22810 上　原　睦　予 神奈川県
22811 梶　原　優　子 株式会社カネカ
22812 土　谷　美枝子 小樽市
22813 伊　藤　恵里佳 ネッツ札幌
22814 荻　野　理　惠 平和不動産
22815 真境名　翔　子 ベル２４
22816 岡　本　美　里 東京都
22817 喬　ジョアンナ 個人
22818 北　村　沙　織 兵庫県
22819 伊　藤　可奈子 つうけんＧ
22820 高　橋　由美子 東京都
22821 内　山　　　遥 東京都
22822 荒　町　優香里 旭川市
22823 加　地　紫　苑 札幌市
22824 田　口　聡　美 東京都
22825 高　橋　洋　美 東京都
22826 高　石　伊　代 札幌市
22827 川　村　広　子 札幌市
22828 小　松　　　恵 走る海豚
22829 北　　　由起子 芽室町
22830 岩　田　朋　子 札幌市
22831 頼　政　ゆかり 札幌市
22832 長　田　あゆみ 札幌市
22833 今　野　綾　香 釧路市
22834 江刺家　由梨佳 伊達市
22835 鈴　木　順　子 札幌市
22836 長　川　道　代 旭川市
22837 中　村　有美枝 札幌市
22838 久保田　真　清 大和ハウス工業
22839 友　井　智　子 兵庫県
22840 加　瀬　明　子 神奈川県
22841 栗　原　真理子 東京都
22842 内　山　克　美 ＨＲＣ
22843 佐　藤　　　綾 壱軸倶楽部
22844 大　野　露　子 札幌市
22845 木　村　康　子 東京都
22846 田　井　麻由佳 神奈川県
22847 三　上　里　佳 大阪府
22848 若　林　素　子 東京都
22849 大　塚　麻稀子 ムラマサズ
22850 山　本　寛　子 奈井江町
22851 奥　山　鏡　子 札幌市
22852 旗　谷　美　佳 札幌市
22853 川　島　里　奈 東京都
22854 小　池　真千子 Ｋ＆Ｙ
22855 佐久間　成　美 東京都
22856 仲　川　さとみ 神奈川県
22857 中　島　友　香 なまらちばりよ
22858 瓜　田　弘　美 二子玉川走友会
22859 福　田　奈穂子 千葉県
22860 白　木　昌　子 東京都
22861 上ヶ島　晃　子 札幌市
22862 茨　木　良　子 大阪府
22863 鈴　木　佐和子 東京都
22864 新井田　慶　子 北広島市
22865 三　浦　志保子 札幌市
22866 小　林　淑　乃 札幌市
22867 硎　　　彩　子 石川県
22868 飯　吉　幹　子 長野県
22869 滝　谷　美　香 札幌市
22870 盛　合　里　奈 かっぱちゃん
22871 高　橋　企公子 岩見沢市
22872 小笠原　　　梓 徳島県
22873 松　岡　佑　季 東京都
22874 竹　中　　　香 札幌市
22875 嶋　　　弘　美 ねっとらん札幌

22876 山　田　靖　子 長野県
22877 宮　田　香　余 静岡県
22878 植　村　知　香 札幌市
22879 堀　田　衣　加 愛知県
22880 橋　爪　智　恵 愛知県
22881 桂　島　景　子 札幌市
22882 若　杉　愛　奈 札幌市
22883 菊　地　ミ　オ 旭川市
22884 呉　　　松　陽 札幌市
22885 長　嶺　晶　子 札幌市
22886 服　部　理　沙 静岡県
22887 加　藤　夕　子 札幌市
22888 森　浦　佳奈子 札幌市
22889 伊　賀　めぐみ 札幌市
22890 仲　野　友　江 長野県
22891 中　村　菜　月 東京都
22892 前　田　容　子 茨城県
22893 神　定　千　里 札幌市
22894 佐　藤　由里絵 斜里町
22895 佐　藤　美由紀 チームからふる
22896 藤　井　舞　子 千歳市
22897 浜　田　由美子 東京都
22898 江　良　智枝美 ＵＲＣ
22899 福　岡　三知代 札幌市
22900 岡　田　美　帆 大阪府
22901 松　木　麻紀子 神奈川県
22902 佐々木　比奈子 ＦＡＲＭ
22903 川　上　亜希子 はるあき
22904 大　竹　春　恵 はるあき
22905 鈴　木　幸　代 チームこちゃ
22906 藤　田　　　茜 愛知県
22907 秋　元　映　奈 和牛を目指す会
22908 伊　藤　あゆみ α　Ｇａｔｅ
22909 林　　　裕　美 東京都
22910 木　村　幸　子 埼玉県
22911 梶　原　那　摘 和歌山県
22912 荒　上　佳　織 埼玉県
22913 平　出　朱　実 岩見沢市
22914 岡　前　俊　美 兵庫県
22915 中　村　夏　子 大阪府
22916 吉　野　　　華 東京都
22917 三　浦　文紗子 札幌市
22918 高　橋　美　恵 安平町
22919 河　崎　秋　子 帯広市
22920 山　川　智　美 東京都
22921 平　田　　　梢 札幌市
22922 宮　井　和　恵 三角山走友会
22923 澤　野　艶　子 チームからふる
22924 高　橋　めぐみ ＭＤ走友会
22925 岩　谷　ひとみ クリエーション
22926 加　藤　綾　子 東京都
22927 江　西　美　奈 中標津町
22928 和　田　ふみえ ニッシーラブ！
22929 藤　岳　さおり 札幌市
22930 岩　渕　洋　子 小樽市
22931 渡　部　裕　菜 札幌市
22932 角　　　真由美 岳ＲＵＮ
22933 櫻　井　美代子 苫小牧市
22934 高　田　幸　子 札幌市
22935 池　田　歌　苗 札幌市
22936 稲　田　実　波 東京都陸上競技
22937 五　味　美　季 札幌市
22938 中　川　朋　恵 札幌市
22939 岩　谷　恵美子 愛知県
22940 北　村　貴美子 神奈川県
22941 高　野　保　子 大分県
22942 坂　本　真智代 芽室町
22943 樋　口　智　子 三重県
22944 三　宅　雅　代 札幌市
22945 山　崎　知　子 東京都
22946 宮　本　磨巳子 苫総経高
22947 村　松　智　子 愛知県
22948 佐　藤　ま　こ 江別市
22949 後　藤　美穂子 佐賀県
22950 山　田　美　樹 滝川市
22951 浅　田　住　惠 青森県
22952 大　嶋　美　紀 札幌市
22953 伊　藤　万　由 テレビ神奈川
22954 田　代　　　友 札幌市
22955 菊　地　由　佳 小樽市
22956 種　崎　洋　子 東京都
22957 村　上　美穂子 札幌市
22958 石郷岡　道　世 旭川市
22959 熊　沢　理　沙 札幌市
22960 入　野　知　華 北広島市
22961 南　　　圭　子 東京都
22962 植　村　悦　子 札幌市
22963 牧　野　　　睦 帯広市
22964 齋　藤　明　美 札幌市
22965 関　山　藍　果 埼玉県
22966 柴　田　彩　子 岩見沢市
22967 山　本　彩　芽 札幌市
22968 塚　本　真由美 小樽市
22969 渡　辺　靖　代 辺ちゃんクラブ
22970 武　藤　みすず ランフィート
22971 渋　谷　由美子 ｆｒｕｎ
22972 大　和　百合子 南富良野独走会
22973 坂　　　季美子 静岡県
22974 犬　飼　領　子 愛知県
22975 村　木　洋　子 札幌市
22976 志　賀　千　秋 ニッポンランナ
22977 松　本　祥　子 札幌市
22978 和　合　智　子 恵庭市
22979 内　田　桂　子 東京都
22980 今　村　悠　乃 札幌市
22981 亀　田　良　子 札幌市
22982 森　藤　洋　子 札幌道都病院
22983 北　原　かなえ 札幌市

22984 桑　田　いく子 しょうちゃん
22985 何　　　文　昀 東京都
22986 衣　笠　香奈恵 兵庫県
22987 田　中　祥　子 岐阜県
22988 河　本　真　歩 広島県
22989 杉　原　　　薫 札幌市
22990 卜　部　寿　枝 東京都
22991 若　島　明　子 旭川市
22992 白　江　真　子 東京都
22993 山　本　悦　子 東京都
22994 宿　田　夕　季 旭川市
22995 鈴　木　有　起 焼鶏館
22996 山　本　蓉　子 江別市
22997 浮　須　正　代 千歳市
22998 脇　坂　佳永子 旭川脇坂医院
22999 川　西　玲　子 札幌市
23000 門　傳　朋　子 埼玉県
23001 三　井　美奈子 アナザースカイ
23002 石　田　里　沙 チームそら
23003 近　藤　里　咲 杵築市
23004 大　越　佳代子 ｏｎｅｓｍｉｌ
23005 広　渡　千恵子 東京都
23006 鈴　木　万里子 大阪府
23007 佐々木　優　子 札幌市
23008 髙　橋　彩　咲 新潟県
23009 李　　　静　尉 東京都
23010 坂　井　郁　江 東京都
23011 坂　井　沙　映 新潟県
23012 星　埜　　　泉 風たび
23013 山　下　希代美 札幌市
23014 五十嵐　淳　子 札幌市
23015 小笠原　麻　紀 高知大学病院
23016 平　堀　かおる ＨＭＣ
23017 横　田　日出子 望洋台クラブ
23018 須　貝　英　恵 茨城県
23019 中　谷　佐津代 札幌市
23020 北　村　由美子 ▲４５６７▲
23021 佐　藤　雅　子 大阪府
23022 池　田　桂　子 札幌市
23023 北　村　ももこ 東京都
23024 伊　藤　愛　香 札幌市
23025 矢　本　理　恵 苫小牧市
23026 神　谷　理　恵 愛知県
23027 小　川　るみ子 札幌市
23028 大　村　奈　々 札幌市
23029 渡　邊　未来子 東京都
23030 山　崎　彩　子 神奈川県
23031 檜　森　佳　奈 標茶町
23032 土　屋　ハツ子 宮城県
23033 飯　岡　智　美 札幌市
23034 吉　井　久美子 さいたま走友会
23035 本　池　　　愛 明走会
23036 氏　家　志穂里 札幌市
23037 五十嵐　有　貴 当別町
23038 須　田　孝　子 東京都
23039 伊　藤　留　菜 札幌市
23040 永　井　多恵子 東京都
23041 高　橋　美　織 東京都
23042 池　岡　久美子 札幌市
23043 藤　本　　　恵 多摩走友会
23044 坪　田　理　恵 福井県
23045 坂　巻　美　恵 滋賀県
23046 清　水　　　茜 東京都
23047 戸　島　尚　子 北見市
23048 石　川　安　捺 札幌市
23049 延　藤　あずさ 旭川市
23055 中　村　和　美 大阪府
23061 安　藤　薫　生 新篠津ＡＣ
23062 山　下　静　香 東京都
23063 石　山　有　美 石狩市
23064 澤　　　明　美 愛知県
23065 渡　邊　由　桂 旭川市
23066 余　語　治　美 ＲＣマルボーサ
23067 藤　谷　明　子 札幌市
23068 谷　川　由　香 札幌スポ館ＲＣ
23069 山　田　夏　奈 東京都
23070 成　瀬　亜友美 愛知県
23071 松　田　聖　子 大分県
23072 岩　屋　学　美 羽幌町
23073 森　本　晃　帆 東京都
23074 上　村　亜貴子 千葉県
23075 石　井　文　枝 東京都
23076 深　瀬　桃　加 札幌市
23077 寺　岡　美智留 千葉県
23078 烏　山　咲　絵 福岡県
23079 皆　川　理　恵 かっぱちゃん
23080 大　塚　由理子 北広島市
23081 照　井　あづさ てるい商店
23082 佐々木　未　緒 東京都
23083 石　田　弘　美 札幌市
23084 姉　崎　香　澄 北見市
23085 松　本　弘　子 神奈川県
23086 小野寺　静　哉 道北イーグルス
23087 児　玉　木　綿 奈良県
23088 武　田　和　代 札幌市
23089 定　岡　那奈江 ６５ＢＡＳＥ
23090 早　田　優　希 東京都
23091 八尾谷　幾　枝 北広島市
23092 金　　　真　由 札幌市
23093 近　藤　千賀子 ●白糠ＲＣ●
23094 内　田　綾　子 余市町
23095 三　好　美　香 留萌走ろう会
23096 西　村　瑛　美 東京都
23097 安　倍　瑞　季 苫小牧市
23098 柏　村　沙　希 札幌市
23099 神　　　麻衣子 札幌市
23100 川　口　裕　美 札幌市
23101 油　江　ま　き 福岡県
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23102 齋　藤　佐知栄 チームつる
23103 清　水　久美子 ＲＵＮー札幌
23104 天　方　和　恵 札幌市
23105 渡　邊　久美子 千歳市
23106 北　村　七　瀬 苫小牧市
23107 野　村　慶　子 北広島市
23108 遠　藤　良　子 リスタート
23109 石　井　裕　子 千歳市
23110 浅　水　理　華 遠軽町
23111 小　林　礼　子 東京都
23112 近　江　真　生 札幌市
23113 寺　尾　千　浦 函館走ろう会
23114 松　田　真由子 東京都
23115 神　垣　輝　美 らくまかＡＣ
23116 土　橋　弘　美 旭川市
23117 菊　地　　　彩 札幌市
23118 河　野　仁　実 大阪府
23119 佐　藤　明日香 レオックフーズ
23120 津　川　和　美 札幌市
23121 磯　田　美　雪 東京都
23122 松　木　道　子 宮城県
23123 横　山　怜　子 札幌市
23124 高　　　愛　君 東京都
23125 加　納　真　波 東京都
23126 本　間　さおり 小樽市
23127 土　方　　　綾 札幌市
23128 田　中　里　美 埼玉県
23129 松　垣　いずみ 埼玉県
23130 木　村　恵美子 バリアフリー
23131 畠　山　　　瑞 宮城陸協
23132 佐　藤　みさき 札幌市
23133 細　田　脩　子 東京都
23134 中　村　明日香 東京都
23135 中　村　紗也香 東京都
23136 中　村　江梨香 東京都
23137 横　山　佳　奈 札幌市
23138 野　田　はるか 神奈川県
23139 石　西　さちこ 札幌市
23140 荒　井　はる江 栃木県
23141 高　橋　晶　子 釧路労災病院
23142 前　川　朋　子 札幌市
23143 河　合　典　子 釧路市
23144 青　木　悦　子 東京都
23145 土　屋　友　乃 神奈川県
23146 成　田　有　美 東京都
23147 佐　藤　　　恵 旭川市
23148 小　嶋　千　尋 札幌市
23149 工　藤　千　春 奈良県
23150 風　間　佳　奈 札幌市
23151 青　山　歌　穂 札幌市
23152 安　藤　文　菜 チーム安藤
23153 小　島　志津香 六華ランナーズ
23154 山　田　佳　奈 チーム山田
23155 陣　内　優　子 東京都
23156 坪　田　ひとみ 札幌市
23157 森　次　恭　子 室栄ＲＣ８１
23158 佐々木　留　美 秋田県
23159 深　澤　美貴子 東京都
23160 赤　川　真　希 札幌市
23161 山　田　千賀子 多摩湖自転車道
23162 松　岡　祐　子 東京都
23163 関　　　あゆみ 札幌市
23164 半　田　里　美 大阪府
23165 篠　崎　智　子 埼玉県
23166 小　林　敦　子 愛知県
23167 三　上　紗矢香 札幌市
23168 加　藤　直　子 東京都
23169 田　中　久　美 兵庫県
23170 西　　　直　子 福岡県
23171 中　西　正　江 キャラサラ
23172 伊　藤　美　奈 たけのこ
23173 中　野　晴　奈 埼玉県
23174 二　見　まり子 札幌市
23175 藤　田　千　春 札幌市
23176 大　木　　　鮎 東京都
23177 加　藤　眞実子 ＨＩＣ
23178 久　保　麻理子 埼玉県
23179 矢　部　晃　子 新ひだか町
23180 谷　川　良　子 札幌市
23181 松　橋　聡　子 愛知県
23182 今　関　茉　莉 道新
23183 若　林　敦　子 大阪府
23184 村　松　久　恵 二子玉川走友会
23185 岩　村　陽　子 札幌市
23186 大　良　友　美 札幌市
23187 佐々木　惠美子 札幌市
23188 小　畑　愛　香 江別市
23189 石　村　奈　々 京都府
23190 中　山　リ　カ 福岡県
23191 兼　松　葉　詩 白犬クラブ
23192 山　田　順　子 千葉県
23193 老　田　尚　子 岩内町
23194 中　村　ひかり 神奈川県
23195 赤　間　亜　矢 札幌市
23196 中　村　由美子 北広島市
23197 柴　谷　佳　弥 奈良県
23198 小野内　弥　生 ろくさんぽ
23199 伊　藤　七　重 神奈川県
23200 堀　畑　友　見 静岡県
23201 鈴　木　紀　子 東京都
23202 塩　浜　真　里 北見市走遊会
23203 山　田　起世美 愛知県
23204 狩　野　さと子 札幌市
23205 木　村　節　子 室蘭市
23206 朝　倉　倫　子 東京都
23207 中　井　愛　梨 東京都
23208 菅　原　千　恵 札幌市
23209 塚　本　真　澄 札幌市

23210 白　倉　美　咲 南幌町
23211 毛　内　恵　美 ＲＵＮにゃーず
23212 村　上　法　子 神奈川県
23213 仙　石　夏　美 札幌市
23214 西　川　　　晶 東京都
23215 中　田　美智子 ハチスポ
23216 唄　　　花　子 ルーメンズ
23217 中　村　帝　子 なし
23218 坂　本　妙　佳 方南かもーず
23219 宇佐美　絢　子 静岡県
23220 野　村　温　子 兵庫県
23221 小　沼　早　紀 宮城県
23222 望　月　真　希 札幌市
23223 清　水　祐　子 ＥＳＥ東北
23224 元　木　　　咲 ＳＳＲＣ
23225 長谷川　文　恵 札幌市
23226 照　井　静　香 余市町
23227 川　尻　有　沙 大阪府
23228 徳　満　慶　子 小樽市
23229 伊　藤　美　穂 札幌市
23230 木　下　明　子 Ｗｉｔｈｂｅｎ
23231 菅　原　京　子 ＦＲＵＮ
23232 背戸田　美智子 鈍亀ランナーズ
23233 永　野　智　美 札幌市
23234 阪　井　美由起 札幌市
23235 上　原　　　綾 札幌市
23236 横　井　妙　子 大阪府
23237 雀　地　真由美 札幌市
23238 永　井　沙　織 旭川市
23239 柿　下　立　穂 静岡県
23240 津　村　美　悠 東京都
23241 竹　村　好　美 愛知県
23242 浅　利　貴　子 東京都
23243 小　川　ともこ 神奈川県
23244 浜　島　ゆうこ 愛知県
23245 瀧　川　裕　子 フロッグ
23246 窪　田　佳　子 埼玉県
23247 紀　井　美由紀 東京都
23248 滝　　　みなみ 札幌市
23249 黒　川　智　子 六華ＲＣ
23250 綿　谷　美佐子 札幌市
23251 名　取　受　子 ふらっちよ
23252 俵　谷　可南子 札幌市
23253 金　子　真　希 札幌市
23254 井　手　由美子 Ｔｅａｍ　Ｈｂ
23255 向中野　実　央 岩手県
23256 川　原　美　香 旭川市
23257 増　田　千恵子 埼玉県
23258 杉　田　瑞　季 札幌市
23259 臼　井　啓　子 石狩市
23260 登　　　晴　香 神奈川県
23261 川　瀬　亜希子 ちよちよず
23262 本　間　麻　希 札幌市
23263 宮　澤　富美子 高田走ろう会
23264 山　田　あゆみ 札幌市
23265 岡　田　由紀子 山口県
23266 石　　　のり子 いし胃腸科内科
23267 古　川　順　子 江別市
23268 石　川　　　忍 札幌市
23269 金　谷　紀　子 東京都
23270 森　山　優　子 伊達市
23271 中　村　佳　未 ＨＹＳ
23272 蔵　田　久美子 江別市
23273 上　津　幸　枝 岩見沢市
23274 山　谷　公　佳 札幌市
23275 片　岡　美　菜 札幌市
23276 村　井　美　鈴 ★★ＴＯＷＥＲ
23277 辻　本　絵　美 東京都
23278 数　寄　笑　子 旭川市
23279 猪　子　弥　香 帯広市
23280 杉　林　優　佳 札幌市
23281 細　谷　真　央 札幌市
23282 川　下　容　佳 京都府
23283 仲　西　　　麗 ＫＢＣ
23284 佐々木　奈　穂 １０．６アスリ
23285 飯　田　彩　香 兵庫県
23286 守　田　　　藍 東京都
23287 越　山　麻　美 札幌市
23288 高　橋　玲　子 網走市
23289 藤　谷　裕　子 ＭａｒｃＨ
23290 加　藤　美直子 ｍｉｇｈｔｙ
23291 増　田　智　子 ひらめきん
23292 立　崎　紀　子 札幌市
23293 信　佐　愛　美 札幌市
23294 西　野　涼　華 愛知県
23295 樫　野　知恵子 折り返し地点
23296 小　口　　　光 札幌市
23297 佐　藤　早　苗 札幌市
23298 篠　崎　未　央 神奈川県
23299 立　野　恵　理 札幌市
23300 田　畑　美　穂 横浜ＡＣ
23301 櫻　井　郁　代 苫小牧市
23302 佐　藤　麻友子 札幌市
23303 大　塚　典　子 東京都
23304 井　上　　　恵 兵庫県
23305 井　原　香　織 東京都
23306 川　島　亜沙夏 恵庭市
23307 久　米　絵　美 愛知県
23308 浅　井　紫　乃 帯広市
23309 楠　　　樹　里 あいりす
23310 穐　山　陽　子 東京都
23311 多久島　愛　子 東京都
23312 北　嶋　育　代 大阪府
23313 長谷川　博　実 埼玉県
23314 三　比　めぐみ 札幌市
23315 澤　田　奈緒美 小樽市
23316 堀　江　恵　理 札幌市
23317 成　田　歩　美 旭川市

23318 小笠原　志　保 Ｏｈａｎａ
23319 岩　本　　　香 ＩＲＳＣ
23320 五十嵐　万里子 東京都
23321 富　山　福　美 京都府
23322 田井中　玲　奈 札幌市
23323 小久保　雅　子 千葉県
23324 豊　福　朝　子 兵庫県
23325 田　中　智　子 マラソン王国
23326 福　重　美　紀 愛知県
23327 山　崎　な　お 昭和大学
23328 荒　川　華　織 札幌市
23329 岩　田　美　雪 札幌市
23330 岩　波　世津子 チーム１８７３
23331 松　島　ふみ子 神奈川県
23332 原　田　沙　織 富山県
23333 松　原　みずほ 愛知県
23334 竹　内　裕　子 東京都
23335 津　田　安希子 福岡県
23336 藤　田　真　弓 札幌市
23337 松　山　文　子 静岡県
23338 江　川　綾　子 東京都
23339 三　浦　淳　子 なし
23340 石　沢　美　幸 札幌市
23341 横　田　利　佳 愛媛県
23342 加　藤　則　子 日本糖尿病協会
23343 富　居　美和子 札幌市
23344 末　永　祐規子 江別市
23345 中　井　みち子 兵庫県
23346 島　田　藤　恵 旭川市
23347 飯　田　美由紀 旭川市
23348 中　寺　静　江 滝川市
23349 吉　田　真由美 東京都
23350 山　元　絵　里 東京都
23351 小　嶋　孝　子 静岡県
23352 金　谷　朋　枝 札幌市
23353 木　村　友　美 仁木町
23354 佐々木　美貴子 札幌市
23355 栗　山　美　絵 鷹栖町
23356 出　原　温　子 大阪府
23357 渡　辺　貴　子 茨城県
23358 三　上　久美子 札幌市
23359 木　村　和　美 東京都
23360 大　塚　奈緒子 札幌市
23361 北　山　京　子 京都府
23362 石　田　　　紫 東京都
23363 成　川　希　美 千葉県
23364 松　井　敦　子 走りは風まかせ
23365 野　村　安　子 福岡県
23366 石　森　茜　子 札幌市
23367 石　森　菜　月 札幌市
23368 佐　藤　千賀子 世界平和熱望
23369 森　田　ひとみ 札幌市
23370 村　本　麗　子 札幌市
23371 川　崎　香菜子 東京都
23372 磯　野　彩　子 エルム通商
23373 豊　田　基　穂 札幌市
23374 原　口　真帆子 千葉県
23375 多　田　弥　生 コタサカ
23376 庄　司　葉　子 ベル２４
23377 木　下　康　子 兵庫県
23378 田　中　弘　美 Ｏ　Ｋ２
23379 青　山　紀美代 神奈川県
23380 田　中　恵美子 チームリカ
23381 古　川　麻　帆 札幌市
23382 高　宮　ル　ミ 東京都
23383 坂　根　利　香 室蘭市
23384 畠　山　千恵子 札幌市
23385 鈴　木　一　江 東京都
23386 小山田　晴津子 千葉県
23387 笠　原　花　織 はなぼー
23388 永　武　有希子 東京都
23389 平　間　知　美 札幌道都病院
23390 佐　藤　かおり 札幌市
23391 千　足　ルリコ 兵庫県
23392 伊　庭　恵　美 京都府
23393 飯　塚　千　春 神奈川県
23394 益　川　雅　代 チーム法円坂
23395 西　川　順　子 室蘭市
23396 高　山　斎　子 奈良県
23397 亀　田　真　奈 兵庫県
23398 松　元　真梨絵 埼玉県
23399 菅　原　香　織 室蘭市
23400 赤　間　由起子 千葉県
23401 山　本　周　子 鹿児島県
23402 玉　尾　みちる ＲＵＮらん澄川
23403 石　川　恵美子 神奈川県
23404 槌　本　典　子 ゆりがはら内科
23405 山　下　真　代 東京都
23406 西　岡　幸　子 愛知県
23407 越前谷　瑞　穂 札幌市
23408 須　郷　香穂子 ◆◆夢所属◆◆
23409 三　橋　由　紀 千葉県
23410 高　橋　礼　子 ドランカーズ
23411 中　野　清　子 札幌スポ館ＲＣ
23412 南　川　恭　代 東京都
23413 水　口　　　緑 東京都
23414 細　見　亜佐子 江別市
23415 近　藤　洋　子 福岡県
23416 佐　藤　美知代 札幌市
23417 武　村　真由美 網走市
23418 石　間　　　環 千葉県
23419 早　坂　正　子 神奈川県
23420 蟹　瀬　真理子 キャラサラ
23421 川　上　由美子 大阪府
23422 米　田　千　秋 チームブルー
23423 本　間　真由美 東京都
23424 小　村　香　織 札幌市
23425 片　山　加奈子 札幌市

23426 中　村　優　花 サントリー
23427 河　村　玲　子 東京都
23428 忍　　　　　緑 埼玉県
23429 忍　　　菜乃美 東京都
23430 田　頭　かほり 札幌市
23431 西　村　陽　菜 函館市
23432 遠　藤　道　代 チーム※オクラ
23433 小　松　美　恵 静岡県
23434 長　島　真　弓 岡山県
23435 山　口　やよい ｓｉｄｅ－Ｂ
23436 溝　渕　千恵美 香川県
23437 寺　永　みゆき 網走市
23438 小　林　優　子 猛虎復活
23439 吉　國　晴　子 ＵＳＡＭＩＲＣ
23440 宮　澤　奈緒子 山手逆走会
23441 小　川　希　美 中山食品工業
23442 深　谷　美由紀 音更町
23443 新　倉　敦　子 神奈川県
23444 高　橋　さとみ 札幌市
23445 曽　根　絵　里 神奈川県
23446 大　塚　美　陽 東京都
23447 吉　嶋　　　恵 札幌市
23448 堀　江　真　理 静岡県
23449 小　山　久　恵 札幌市
23450 中　村　圭　子 愛知県
23451 内　山　さゆり まるお製作所
23452 成　冨　祐　子 大阪府
23453 鈴　木　敦　子 大阪府
23454 佐々木　亜有子 株式会社カネカ
23455 横　田　典　恵 株式会社カネカ
23456 由　川　祐美子 札幌市
23457 神　　　彩　音 平和不動産
23458 徳　重　有　紀 （株）セコマ
23459 奥　　　春　菜 東京都
23460 大　草　千　幸 神奈川県
23461 武　田　哲　子 びわ湖成蹊大学
23462 江　草　　　東 個人
23463 神　山　成　子 湧別町
23464 三　上　まどか ㈱スリーハーツ
23465 武　村　千恵子 岩見沢市
23466 寺　谷　美保子 函館市
23467 渡　邊　沙　織 北広島市
23468 竹　田　由利子 札幌市
23469 池　田　和　加 ｓｉｄｅ－Ｂ
23470 渡　邊　佳　巳 根室市
23471 島　田　美れ井 東京都
23472 鈴　木　江里菜 東京都
23474 飯　塚　友　子 東京都
23475 片　桐　亜矢香 稚内市
23476 平　野　由　香 札幌市
23477 渡　邊　真希子 新潟県
23478 天　野　節　子 山梨県
23479 大　山　さおり 札幌市
23480 石　川　可　愛 石狩市
23481 加　藤　チエリ 清須ＲＣ
23482 佐　藤　いづみ 千歳市
23483 川　島　弘　美 旭川市
23484 川　村　知恵子 札幌市
23485 白　鳥　惠　里 札幌市
23486 藤　田　多香栄 千葉県
23487 大　柿　晃　子 新潟県
23488 大　澤　恵　子 斗南病院
23489 大　谷　恭　子 ママス＆パパス
23490 斎　藤　はつ子 江別市
23491 砂　川　亮　子 沖縄県
23492 佐　渡　ゆかり Ｎ’ｓＦＲＣ
23493 大　内　諒　子 札幌市
23494 櫻　田　　　史 札幌市
23495 田　原　祐　巳 滋賀県
23496 ザルカス　美奈子 札幌市
23497 大　網　絢　子 千葉県
23498 吉　野　めぐみ 東京都
23499 坂　本　麗　子 新宿ハイホー
23500 加　藤　　　唯 札幌市
23501 山　崎　智　子 苫小牧市
23502 新　井　淳　子 東京都
23503 星　野　愛　帆 札幌市
23504 相　田　良　子 ｎ－ｒａｎ部
23505 星　野　由美子 札幌市
23506 太　田　直　美 札幌市
23507 渋　谷　茉　由 札幌市
23508 弓　場　早　希 東京都
23509 小　松　真由美 らんらんず
23510 藤　岡　由紀子 札幌市
23511 今　井　雅　代 札幌市
23512 時　田　紗緒里 苫小牧市
23513 奥　田　由美子 三重県
23514 宮　橋　由　佳 東京都
23515 鈴　木　ひな子 なし
23516 数　田　亜矢子 東京都
23517 金　　　理　央 札幌市
23518 早　坂　奈津美 東神楽町
23519 伊　藤　久　美 札幌市
23520 飯　島　牧　子 神奈川県
23521 三　池　未　来 当別町
23522 小　出　詩　子 当別町
23523 木　村　麻　美 神奈川県
23524 宮　城　知　美 札幌市
23525 浅　野　知　子 ハリボテ
23526 池　内　　　栞 京都府
23527 青　木　　　琴 札幌市
23528 金　澤　敦　子 札幌市
23529 中　野　睦　実 千葉県
23530 田　中　暖　子 興部町
23531 幸　原　奏　子 大阪府
23532 瀬　戸　文　恵 大阪府
23533 藤　波　貞　子 手話の会ほたる
23534 守　屋　典　子 トボトボＲＣ
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23535 中　井　小百合 新篠津村
23536 三　浦　　　萌 も～りすＲＣ
23537 佐々木　由　希 札幌市
23538 奥　原　康　子 札幌市
23539 川　上　千　裕 東京都
23540 後　藤　美　香 札幌市
23541 谷　川　実　優 大阪府
23542 市　橋　明　美 埼玉県
23543 伊　藤　知　美 札幌市
23544 増　井　弘　子 帯広市
23545 三　浦　千　苗 大阪府
23546 榎　本　和　子 奈良県
23547 石　崎　絢　奈 札幌市
23548 岸　　　さき子 鳥世志
23549 中　川　貴美子 札幌市
23550 菅　原　雅　子 札幌走ろう会
23551 林　　　智　恵 札幌市
23552 山　内　智　恵 訓子府町
23553 葛　西　敦　子 太陽生命札幌北
23554 伊　藤　雅　子 富山県
23555 田　中　靖　江 東京都
23556 磯　崎　有紀子 千葉県
23557 柴　田　奈津子 旭川市
23558 寺　沢　智　子 東京都
23559 三　宅　真　由 チームみそまろ
23560 佐　藤　優　妃 東京都
23561 斉　藤　恵美子 八の会
23562 竹　花　妙　恵 浜頓別町
23563 横　溝　美　紀 熊本県
23564 上　出　典　子 苫小牧市
23565 井　上　祥　子 東京都
23566 若　澤　路　子 札幌市
23567 末　永　真理子 札幌市
23568 納　谷　さくら 札幌市
23569 薄　木　由美子 神奈川県
23570 岡　野　由美子 兵庫県
23571 森　下　由起子 モーランズ
23572 世　戸　恵　子 札幌市
23573 小笠原　輝　乃 徳島県
23574 池　田　有里江 札幌大学
23575 大　島　優　子 新潟県
23576 大和田　礼　子 札幌市
23577 渡　邉　奈　緒 千葉県
23578 花　田　眞由美 北見市
23579 高　橋　智　子 札幌市
23580 塚　本　由美子 札幌市
23581 柏　崎　亜　美 札幌市
23582 永　井　礼　子 札幌市
23583 佐　藤　明　絵 札幌市
23584 明　嵐　　　愛 札幌市
23585 久保木　昌　代 千葉県
23586 元　上　一　葉 札幌市
23587 中　川　香　織 江別市
23588 山　岸　愛　実 札幌市
23589 目　黒　文　恵 旭川市
23590 山　下　尚　子 東京都
23591 須　藤　留　衣 札幌市
23592 小　山　麻　矢 愛媛県
23593 赤　塚　淳　子 滝川市
23594 土　居　晶　子 東京都
23595 山　本　菜　々 札幌市
23596 鎌　田　洋　子 札幌市
23597 松　永　麻　衣 ポイズンきのこ
23598 佐々木　伸　子 ポイズンきのこ
23599 石　黒　伊智子 比布町
23600 田　渕　有　美 宮崎県
23601 沢　辺　千　枝 愛知県
23602 中　村　幸　江 札幌市
23603 かとう　けいこ 東京都
23604 坂　口　千　明 東京都
23605 齊　藤　三弥重 青森県
23606 竹　下　孝　子 鹿児島県
23607 中　村　小百合 チーム茶タロ
23608 井　本　まゆみ 福岡県
23609 山　田　幸　江 愛知県
23610 増　田　美智代 北洋銀行
23611 増　田　信　子 札幌市
23612 柴　山　直　子 福岡県
23613 馬　島　潤　子 札幌市
23614 村　上　裕　香 兵庫県
23615 石　川　尚　美 東京都
23616 佐々木　純　子 札幌市
23617 茂　野　　　萌 札幌市
23618 狩　野　玲　子 Ｂｅａｇｌｅ
23619 青　木　由里子 愛媛県
23620 深　澤　みゆき 札幌市
23621 村　松　記久子 ＢＳＪ
23622 藤　田　志　ま 愛知県
23623 平　良　亜梨紗 沖縄県
23624 澤　橋　祐　子 ルート企画設計
23625 山　内　美和子 埼玉県
23626 森　脇　まなみ 九度山らんらん
23627 中　村　ひまり 広島国際大学
23628 山　田　木　實 牛久走友会
23629 貝　山　美智子 埼玉県
23630 宮　本　　　綾 チ－ムホロホロ
23631 為　実　紀志江 チ－ムホロホロ
23632 籾　山　陽　子 チ－ムホロホロ
23633 高　内　幸　子 札幌市
23634 村　井　沙裕吏 札幌市
23635 三　浦　真智美 山形県
23636 中　井　佳　代 神奈川県
23637 鹿　渡　琴　絵 函館市
23638 坂井田　智　子 京都府
23639 日　向　章　子 東京都
23640 深　谷　好　子 音更町
23641 大　木　美　佳 東京都
23642 宮　川　ま　ゆ タム

23643 宮　崎　信　江 札幌市
23644 長　野　勢津子 ランウイング
23645 飯　坂　聡　子 石狩市
23646 五十嵐　恵　子 ふぇりちぇＲＣ
23647 岩　堀　め　い ふぇりちぇＲＣ
23648 齋　藤　美　希 ふぇりちぇＲＣ
23649 星　　　美穂子 ふぇりちぇＲＣ
23650 村　上　華奈子 ＴＢＤ
23651 新　銅　花　奈 札幌市
23652 渥　美　千　奈 札幌市
23653 中　西　信　子 札幌市
23654 岸　本　多　恵 兵庫県
23655 荒　木　美　帆 札幌市
23656 三　浦　里　織 札幌市
23657 中　溝　賀津子 日本アクセス
23658 清　水　孝　子 札幌市
23659 蘆　田　奈　央 東京都
23660 藤　井　康　子 防災北斗８５
23661 山　本　昌　子 大阪府
23662 菊　池　望　未 東京都
23663 本　望　光　子 東京都
23664 鈴　木　美由紀 札幌市
23665 片　石　方　子 釧路走ろう会
23666 町　田　亜　弥 東京都
23667 三田村　紫　陽 札幌市
23668 武　中　朋　子 帯広市
23669 坂　口　みどり 大阪府
23670 中　元　弘　美 愛知県
23671 中　元　希　望 愛知県
23672 堺　沢　恵　子 神奈川県
23673 稲　垣　千佳子 Ｆｒｕｎ
23674 切　目　以　子 大阪陸協
23675 舟　口　一　子 江別市
23676 杉　村　恵美子 札幌市
23677 栗　山　真理子 東京都
23678 若　月　愛　実 札幌市
23679 折　谷　智　咲 札幌市
23680 孰　賀　まど香 札幌市
23681 山　根　彩　葉 札幌市
23682 武　田　純　子 たけだ整形
23683 早　坂　ひとみ 札幌市
23684 竹　中　佐重美 奈良県
23685 大　平　かおり クレタ東アジア
23686 森　下　富美子 東京都
23687 熊　谷　　　礼 江別市
23688 賀　川　恭　子 千葉県
23689 増　原　香　織 ニセコ町
23690 金　子　智　恵 金子社労士
23691 田之岡　志都子 札幌市
23692 三　浦　奈保子 神奈川県
23693 山　形　美　里 東京都
23694 上　床　良　江 愛知県
23695 福　井　陽　子 江別市
23696 堀　　　ひとみ 岐阜県
23697 奥　村　陽　子 東京都
23698 最　上　晶　子 札幌市
23699 槙　本　智　恵 札幌市
23700 金　子　実　栗 札幌市
23701 福　島　真理子 湖陵人３７
23702 伊　藤　理　恵 壱軸倶楽部
23703 武　山　千　裕 札幌市
23704 小　林　麻美子 トボトボＲＣ
23705 西　川　海　優 神奈川県
23706 渡　邉　敏　子 福岡県
23707 京　谷　百　莉 札幌市
23708 鈴　木　みゆき 東京都
23709 永　　　奈王子 大阪府
23710 計　良　千　里 はいさーい
23711 加賀谷　真　弓 札幌市
23712 市　村　美　樹 ＢｅＣｈａｉｒ
23713 南　　　多恵子 愛知県
23714 山　田　樹　里 千葉県
23715 岩　切　日香里 別海町
23716 近　藤　あやね 札幌市
23717 丹　治　容　子 浦人ＲＣ
23718 伊　藤　夏　子 札幌市
23719 橘　　　真　由 生島企画室
23720 池　田　早智子 蘭越町
23721 久　保　知　美 旭川市
23722 大　林　優　夢 武田薬品
23723 葛　生　朝　美 武田薬品
23724 小　嶋　愛　子 東京都
23725 櫻　田　由　樹 東京都
23726 富士本　亜希子 当別町
23727 向　田　華奈子 トボトボＲＣ
23728 川　潟　美　香 北見市
23729 松　本　　　静 札幌市
23730 瀬　川　　　愛 東京都
23731 大　畑　晴　香 京都府
23732 井　上　裕　子 ナイアガラ
23733 高　堰　綾　香 札幌市
23734 山　谷　佳　織 札幌市
23735 西　川　聖　子 札幌市
23736 足　立　柚　佳 札幌市
23737 佐々木　夏　美 岩見沢市
23738 本　田　あかり 札幌市
23739 佐　藤　さくら 江別市
23740 石　川　優　希 恵庭市
23741 河　野　百　紅 札幌市
23742 二　川　玲　子 東京都
23743 鈴　木　杏　奈 東京都
23744 森　島　千　春 愛知県
23745 上　野　治　子 東京都
23746 山　根　千　佳 札幌市
23747 西　郷　史　佳 東京都
23748 藤　本　陽　子 札幌市
23749 太　田　美　穂 札幌市
23750 与　田　美　絵 白老町

23751 伊　芸　貴　子 静岡県
23752 立　花　昌　子 岩見沢市
23753 安　田　友　美 ひらめきん
23754 佐　藤　篤　子 札幌市
23755 杉　浦　悠　香 愛知県
23756 山　内　理紗子 大阪府
23757 赤　沼　裕　子 北見市
23758 安　田　育　恵 ｓｉｄｅ－Ｂ
23759 古　瀬　深　香 千葉県
23760 船　本　夏　奈 留萌市
23761 上　村　鮎　美 旭川市
23762 豊　田　穂乃香 札幌市
23763 柴　田　マリ子 北見市
23764 早　川　奈津穂 北見市
23765 横　山　和　子 神奈川県
23766 金　子　清　子 神奈川県
23767 元　木　弥　生 エスマラソン部
23768 木　下　佑　梨 サントリー
23769 川　西　智　美 愛知県
23770 村　松　厚　子 青森県
23772 後　藤　美律子 ＷＳＦ
23773 千　葉　しず恵 神奈川県
23774 坂　田　恵里子 鈍亀ランナーズ
23775 佐　藤　希　望 ＴＥＡＭカズン
23776 鳴　海　陽　子 青森県
23777 高　橋　玲　奈 栃木県
23778 小　林　里　穂 三重県
23779 横　内　すず子 茨城県
23780 松　浦　恵　理 室蘭市
23781 花　島　孝　子 東京都
23782 佐々木　愛　弓 札幌市
23783 塚　田　ひとみ 札幌市
23784 関　原　浩　子 丸善雄松堂
23785 仁戸部　明　子 埼玉県
23786 石　河　　　遥 飛ぶ鳥農場
23787 豊　住　朗　子 東京都
23788 川　手　麻衣子 北広島市
23789 佐　野　綾　子 大阪府
23790 青　木　園　江 札幌市
23791 米　田　奈緒子 ベル２４
23792 中　川　千　加 札幌市
23793 岡　﨑　惠美子 かみふらのＲＣ
23794 内　田　陽　子 神奈川県
23795 上　　　加　奈 神奈川県
23796 高　椋　里恵子 佐賀県
23797 紀ノ岡　ゆかり 札幌市
23798 関　野　桂　子 札幌市
23799 尾　崎　祐　子 ドランカーズ
23800 渡　邊　真　理 北斗５９
23801 佐々木　幸　代 札幌市
23802 瀧　澤　　　栞 東京都
23803 宮　尾　八万子 長野県
23804 砂　川　香奈恵 東京都
23805 森　野　麻　衣 札幌市
23806 津　川　明　子 札幌市
23807 加賀谷　由　紀 北見市
23808 遠　藤　　　都 旭川市
23809 深　町　理恵子 ミズホ走遊会
23810 中　井　美代子 東京都
23811 佐　藤　亜　季 大阪府
23812 樋　口　未　来 札幌市
23813 三　橋　葉　子 札幌市
23814 瀬戸山　ひとみ 沖縄県
23815 小　池　千佳子 札幌市
23816 石　井　沙　織 千葉県
23817 尾　身　ゆりか 札幌市
23818 渡　辺　麻　子 チームエッジ
23819 佐々木　真　世 札幌市
23820 天　野　　　緑 ヤマイチ
23821 西　田　暁　子 札幌市
23822 森　　　敦　子 神奈川県
23823 草　野　和　絵 富良野市
23824 沢　　　英里子 札幌市
23825 毛　利　美紀子 湧別町
23826 岸　下　彩　乃 湧別町
23827 堅　田　有　紀 神奈川県
23828 馬　場　仁　美 札幌市
23829 藤　原　智　子 福岡県
23830 薄　井　慶　子 福岡県
23831 浅　利　麻　衣 恵庭市
23832 松　本　雅　子 東京都
23833 北　村　麻　衣 大阪府
23834 栗　山　るり子 ちばりよ
23835 長谷川　莉　子 千葉県
23836 三　谷　真　理 函館走ろう会
23837 篠　原　喜美枝 エスペラント
23838 佐々木　美　樹 花好き９条の会
23839 中　田　　　忍 札幌市
23840 伊　藤　仁　美 北見市
23841 草　野　加津美 兵庫県
23842 大　西　　　希 鶴雅グループ
23844 チェン　イーイン 江別市
23845 佐　藤　麻　美 留萌市
23846 中　山　典　子 ナツノアラシ
23847 松　島　八十子 フル百回楽走会
23848 佐　藤　聡　子 札幌市
23849 磯　江　智　美 札幌市
23850 松　本　佳　子 札幌市
23851 森　岡　亜希子 札幌市
23852 梁　瀬　英宮子 ＧＭＲＣ
23853 西　村　奈　美 札幌市
23854 岩　渕　友　香 岩見沢市
23855 越　川　志　保 江別市
23856 井　上　沙　織 札幌市
23857 森　田　裕　子 東京都
23858 田　中　貴　子 岩見沢市
23859 渡嘉敷　はるな 札幌市
23860 村　上　三　奈 札幌市

23861 坂　本　美　帆 東京都
23862 秋　山　則　子 余市走ろう会
23863 石　塚　米　子 札幌市
23864 小田島　　　静 東京都
23865 木　村　奈　保 愛媛県
23866 辰　巳　恵津子 東京都
23867 笹　山　琴　未 共和町
23868 原　　　采　子 札幌市
23869 増　永　　　夢 増永歯科
23870 浅　井　千　夏 根室市
23871 渡　辺　明　子 札幌市
23872 遠　藤　宏　美 札幌市
23873 高　柳　佳　代 東京都
23874 奥　田　曜　子 千歳市
23875 庄　井　友　枝 山口ランネット
23876 森　井　由美子 東京都
23877 麻　田　幸　子 函館市
23878 堀　内　春　那 奈良県
23879 藤　井　真　子 株式会社カネカ
23880 岡　野　綾　子 株式会社カネカ
23881 実　岡　愛　子 大和ハウス工業
23882 久保田　紗　生 東京都
23883 清　川　真　美 福井県
23884 土　谷　のぞみ 石狩市
23885 武　田　貴　子 札幌市
23886 林　　　奈津子 札幌市
23887 高　橋　　　遥 札幌市
23888 今　枝　晴　子 石狩市
23889 加　藤　晶　子 函館市
23890 林　　　眞理子 山口県
23891 山　田　英　未 岩見沢市
23892 橋　口　　　優 東京都
23893 渡　辺　　　忍 ＲｉｏｎａＲＣ
23894 中　嶋　ひとみ 札幌市
23895 山　内　文　子 大阪府
23896 斗　内　結　香 札幌市
23897 星　　　恵　理 東京都
23898 西　谷　扶生子 東京都
23899 永　田　靖　予 北広島市
23900 穴　田　ゆ　か 札幌市
23901 池　田　好　美 札幌市
23902 岩　島　祐　子 千葉県
23903 小助川　知　子 札幌市
23904 小　山　志　子 ドンガメ
23905 追　立　みゆき 千葉県
23906 島　名　真衣子 鹿児島県
23907 坂　江　ふ　み 株式会社カネカ
23908 稲　場　静　香 ベル２４
23909 菊　池　雪　華 ベル２４
23910 飯　島　弘　子 ベル２４
23911 近　藤　優　里 ベル２４
23912 澤　田　有　希 ベル２４
23913 長谷川　香　澄 ベル２４
23914 中　井　麻理乃 東京都
23915 伊　藤　さやか 東京都
23917 海　野　由　希 つうけんＧ
23918 安　達　里　美 札幌市
23919 瀬　戸　　　好 札幌市
23920 山　田　早　希 札幌市
23921 南　川　幸　子 札幌市
23922 田　谷　直　子 千歳市
23923 福　谷　聡　子 札幌市
23924 小　竹　諒　子 函館市
23925 陸　川　知　子 札幌市
23926 佐　藤　由　理 ＥＮＥＯＳ
23927 松　岡　真由美 東京都
23928 水　上　徳　美 輔仁会ＲＣ
23929 柳　　　千　里 北広島市
23930 平口山　木　綿 チームＬ・Ｌ
23931 渡　部　栄　子 愛媛県
23932 安　田　恭　子 札幌市
23933 小　林　弘　恵 札幌市
23934 堀　　　静　香 長沼町
23935 赤　坂　真紀子 パシフィコンサ
23936 本　間　之　子 札幌市
23937 佐　藤　千　文 東京都
23938 小田嶋　一　恵 風たびＲＣ
23939 齋　藤　こずえ 函館市
23940 仲　西　芳　織 ポリテク北海道
23941 角　張　親　子 東京都
23942 高　田　かすみ 札幌市
23943 高比良　カンナ 長崎県
23944 倉　本　寛　子 ビーンズランク
23945 有　吉　千都世 ベルファース
23946 増　川　歩　美 札幌市
23947 加　藤　千　香 札幌市
23948 長　瀬　桃　菜 札幌市
23949 鈴　木　史　子 札幌市
23950 細　貝　千　秋 札幌市
23951 草なぎ　智香子 とらとら～ず
23952 福　長　美　月 大阪府
23953 伊　東　夢　莉 札幌市
23954 小　谷　裕　子 埼玉県
23955 堀　川　聡　子 宮崎県
23956 東　野　友　美 札幌市
23957 小　川　絵　里 旭川市
23958 若　松　あゆみ 小樽市
23959 神　内　悠　里 大阪府
23960 石　谷　絵　里 江差町
23961 添　田　元　子 札幌市
23962 安　藤　陽　子 六華Ｒ倶楽部
23963 小佐田　登　紀 大阪府
23964 勝　田　きよみ ＴＲＮ
23965 簑　田　みちよ 赤穂水練
23966 安　藤　明　美 福岡県
23967 ワイス　三　枝 東京都
23968 松　尾　安優子 北海道大学
23969 森　山　美　樹 福岡県

…日本陸上競技連盟登録競技者
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23970 坂　野　千　尋 愛知県
23971 齊　藤　幹　子 札幌市
23972 白　石　紀　子 埼玉県
23973 山　下　紗緒里 ポプーレ
23974 佐々木　麻衣子 南幌町
23975 附　田　麻　美 札幌市
23976 本　間　麻　里 札幌市
23977 藤　川　聖　子 札幌市
23978 鈴　木　康　子 チーム三日月
23979 斎　藤　広　美 ＹＵＭＡ
23980 上　原　信　江 札幌市
23981 須　賀　亜也美 東京都
23982 鈴　木　有　紀 三角山走友会
23983 藤　田　なつみ 札幌市
23984 間　所　由　美 余市町
23985 高　橋　美　乃 札幌市
23986 田　宮　奈　々 佐呂間町
23987 黒　川　華里奈 札幌市
23988 釜　沢　由紀子 モ－ランズ
23989 佐　藤　　　瞳 群馬県
23990 大　石　　　睦 ルーメンズ
23991 辻　　　里　名 石川県
23992 小　野　香津紀 帯広市
23993 黒　坂　美　幸 東京都
23994 平　田　さゆみ 札幌市
23995 西　保　　　環 函館市
23996 藤　井　美　希 函館市
23997 伊　藤　美　実 なし
23998 齋　藤　虹　南 愛知県
23999 小　林　由　佳 札幌市
24000 三　上　朋　子 札幌市
24001 片　倉　奈　美 山形県
24002 亀田谷　麻　美 札幌市
24003 小　澤　裕　子 札幌市
24004 宮　田　　　舞 札幌市
24005 高　橋　すぎな 札幌市
24006 岡　村　七　海 福井県
24007 佐　藤　彩　子 茨城県

24008 大須賀　のり子 京都府
24009 河　本　エリナ 古野電気
24010 高　橋　明　美 札幌市
24011 礒　村　あづさ 東京都
24012 長　縄　美　穂 神奈川県
24013 山　田　綾　香 札幌市
24014 福　島　　　優 札幌市
24015 小後摩　恵　子 神奈川県
24016 熊　谷　由佳里 札幌市
24017 道　家　真由美 東京都
24018 園　部　美保子 三重県
24019 伊　藤　麻　子 札幌市
24020 佐々木　　　円 埼玉県
24021 道　見　澄　江 札幌市
24022 林　　　加奈子 ＪＡびらとり
24023 齊　藤　すな歩 東京都
24024 福　田　珠　子 千歳市
24025 山　本　則　子 札幌市
24026 廣　西　みゆき 札幌市
24027 小　山　智　子 札幌市
24028 伊　藤　育　子 札幌市
24029 渡　辺　恵　子 札幌市
24030 齊　藤　正　子 札幌市
24031 成　田　純　子 みちのくＡＣ
24032 石　沢　幸　奈 ジュエル
24033 豊　田　奈保加 函館市
24034 吉　岡　菜保子 石狩市
24035 高　橋　優　奈 札幌市
24036 楊　　　彩　香 旭川市
24037 菊　池　和　枝 北見酔走楽局
24038 川　村　　　泉 札幌市
24039 横　井　夏　穂 東京都
24040 須　川　麻紀子 札幌市
24041 渡　瀬　智　子 千葉県
24042 太　田　豊　子 札幌市
24043 日　向　陽　菜 ＪＲ北海道
24044 小　門　侑布子 札幌市
24045 西　住　　　梢 札幌市

24046 廣　岡　佳　江 埼玉県
24047 新　家　優　子 宮城県
24048 澤　田　洋　子 札幌市
24049 金　川　千　春 石川県
24050 白　井　幸　恵 札幌市
24051 鈴　木　智　絵 千葉県
24052 住　友　希久子 苫小牧市
24053 江　田　由　衣 札幌市
24054 佐　藤　あかり 神奈川県
24055 小　野　ふみ子 佐賀県
24056 古　谷　友　美 佐賀県
24057 萱　嶋　え　り 東京都
24058 出　村　未　希 東京都
24059 阿　部　亨　子 札幌市
24060 川　口　知　子 旭川市
24061 則　武　裕　香 岡山県
24062 岡　田　満　枝 埼玉県
24063 奈良岡　美香子 札幌市
24064 堀　川　早　紀 鹿追町
24065 長谷川　澄　代 函館市
24066 横　田　朱　音 千葉県
24067 小　西　淑　恵 Ｒ－ｂｅａｒ
24068 小早川　紗　子 宮城県
24069 本　田　　　薫 中富良野町
24070 伊　東　文　枝 網走市
24071 小　谷　麻衣子 札幌市
24072 荒　井　梨　沙 江別市
24073 小　島　千　明 東京都
24074 大　津　慶　子 札幌市
24075 山　口　千　恵 石狩市
24076 嶋　本　実　花 兵庫県
24077 鷲　見　紋　子 札幌市
24078 上　村　真　希 札幌市
24079 島　村　愛　翔 福岡県
24080 吉　本　有　希 札幌市
24081 千　葉　佳寿子 ちぃむＫ
24082 ＵＣＨＩＫＡＷＡ　ＫＩＹＯＭＩ 千葉県
24083 一　谷　まき子 札幌市

24084 三　木　かがり 札幌走ろう会
24085 佐　藤　友　美 ＤＲＣ
24086 西　野　優　子 愛知県
24087 辻　澤　莉　穂 訪問看護オハナ
24088 戸　谷　恭　子 東京都
24089 竹　内　喜莉子 札幌市
24090 深　川　麗　奈 札幌市
24091 三　上　才　佳 札幌市
24092 飯　干　　　望 神奈川県
24093 東　所　摩　耶 富良野市
24094 岩　瀬　萌　花 札幌市
24095 伊　藤　富士子 無し
24096 小　澤　美　咲 札幌市
24097 阿　部　由果子 大阪府
24098 巻　野　美奈子 札幌市
24099 藤　田　陽　子 倶知安町
24100 吉　田　淑　乃 宮城県
24101 岡　田　美知子 神奈川県
24102 阿　部　賢　子 東京都
24103 新　井　理　加 東京都
24104 カオティー　フエ 札幌市
24105 梅　谷　奈　央 札幌市
24106 鶴　田　育　代 ベル２４
24107 村　上　ユ　リ ベル２４

視覚障がい者の部
271 道　下　美　里 三井住友海上
272 藤　井　由美子 タイマーズ
273 近　藤　寛　子 滋賀銀行
274 井　内　菜津美 みずほＦＧ
275 西　村　千　香 ＪＢＭＡ
276 金　野　由美子 ＪＢＭＡ
277 和　木　茉奈海 ＪＢＭＡ
23473 宇都木　直　美 伴走フレンドリ
23771 山　口　久美子 めねっと北広島
23843 的　場　典　子 札幌市

ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属 ナンバー 氏　　名 所　　属

…日本陸上競技連盟登録競技者
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