
第32回 とまこまいマラソン大会 2015/10/11

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ

Ｉ男子中学～20歳代 10Km

1 4056 長井 和樹 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 凡人ＲＣ 0:34:18

2 4002 中村　宇貴 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 伊達緑丘高校 0:34:25

3 4031 川端 峰由紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 0:34:33

4 4047 畑中 大志 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｼ アイシン北海道 0:35:15

5 4004 阿部　壮一郎 ｱﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ㈱阿部工業所 0:37:55

6 4045 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ トヨタ北海道ＲＣ 0:38:14

7 4049 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 室蘭入江ＲＣ 0:38:42

8 4055 上田 晶 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 和光中 0:39:00

9 4026 五藤　賢 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾙ 苫小牧市 0:39:12

10 4029 金沢　颯大 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 苫小牧市 0:39:38

11 4050 高橋 卓馬 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ 苫小牧市 0:41:11

12 4008 伊藤　央訓 ｲﾄｳ ﾋｻｸﾆ 苫小牧スピードスケート連合 0:41:24

13 4059 野口 勇樹 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ 老健かみや 0:42:58

14 4009 杉山　敦郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂﾛｳ 苫小牧スピードスケート連合 0:46:38

15 4028 板垣　恭兵 ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 緑小学校教員 0:47:22

16 4021 小林　裕也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 苫小牧市 0:47:29

17 4058 谷内 亮介 ﾀﾆｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 0:47:38

18 4042 棚田 翔平 ﾀﾅﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ とましん 0:48:00

19 4063 松苗 勇一 ﾏﾂﾅｴ ﾕｳｲﾁ 苫小牧市 0:48:29

20 4051 原 孝徳 ﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 苫小牧日翔病院 0:48:30

21 4062 近藤 優人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ ホクト株式会社 0:48:50

22 4001 加藤　希望 ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 苫小牧東中学校 0:49:17

23 4064 沼崎 啓佑 ﾇﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 苫小牧市 0:49:37

24 4035 工藤 雄大 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ とましん 0:51:19

25 4023 北谷　真吾 ｷﾀﾔ ｼﾝｺﾞ 栗山町・安斎 0:51:30

26 4013 直山　皓洋 ﾅｵﾔﾏ ｺｳﾖｳ 苫東石油備蓄㈱ 0:52:14

27 4015 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 苫東石油備蓄㈱ 0:52:21

28 4017 中村　純輝 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 苫東石油備蓄㈱ 0:52:42

29 4016 木立　悟 ｷﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 苫東石油備蓄㈱ 0:53:46

30 4037 咲間 大樹 ｻｸﾏ ﾋﾛｷ とましん 0:53:48

31 4012 若林　圭太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 苫東石油備蓄㈱ 0:54:25

32 4020 加藤　啓晃 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 株式会社　セイチ 0:54:42

33 4022 菊地　恭平 ｷｸﾁ ｷｮｳﾍｲ 苫小牧市 0:55:08

34 4032 湯浅 健市 ﾕｱｻ ｹﾝｲﾁ とましん 0:55:23

35 4034 阿部 成峻 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ とましん 0:55:41

36 4043 西舘 裕樹 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾕｳｷ チーム・サラメシ 0:55:44

37 4005 大島　享 ｵｵｼﾏ ﾄｵﾙ 室蘭市 0:55:54

38 4046 渡邉 翔平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 苫小牧市 0:56:28

39 4033 坂本 一起 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ とましん 0:57:02

40 4007 我妻　勇弥 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕｳﾔ 我妻下宿 0:57:03

41 4014 山口　勝太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 苫東石油備蓄㈱ 0:57:10

42 4038 滝田 大輔 ﾀｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ とましん 0:57:41

43 4024 川村　章太 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀ 栗山町・安斎 0:57:44

44 4061 藤田 和弥 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 0:58:15

45 4041 嶋田 慎 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝ とましん 0:58:38

46 4066 吉川 哲 ﾖｼｶﾜ ﾃﾂ 札幌市 0:58:43

47 4011 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ ホーチャンＡＣ 0:59:47

48 4003 白戸　翔希 ｼﾗﾄ ｼｮｳｷ 苫小牧市 1:00:42

49 4065 新谷 優太 ｼﾝﾔ ﾕｳﾀ 光陽商事 1:01:25

50 4048 大江 洋 ｵｵｴ ﾖｳ 苫小牧市 1:01:46
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51 4040 木下 駿 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ とましん 1:04:16

52 4018 堀内　譲 ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞﾙ 植苗戦隊ジョギンガー 1:04:49

53 4901 金谷 涼 ｶﾅﾔ ﾘｮｳ 北海運輸 1:04:51

54 4036 野尻 裕介 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｽｹ とましん 1:05:15

55 4039 長居 聡 ﾅｶﾞｲ ｻﾄｼ とましん 1:05:15

56 4052 野崎 弘隆 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 石狩市 1:05:46

57 4010 石川　英樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 白老町 1:06:20

58 4044 三野 翔平 ﾐﾉ ｼｮｳﾍｲ 小野薬品工業 1:06:43

59 4019 八栁　匠 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 大鎮キムラ建設㈱ 1:16:54

60 4030 小林　翔太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 苫小牧 1:17:42
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