
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

Ｎ男子中学～20歳代 ハーフ

1 6046 山口 恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 札幌市 1:19:52

2 6001 戸塚　裕麻 ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾏ Ｕｒｕｎ美容室 1:20:21

3 6041 成田 智哉 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾔ 苫小牧市 1:22:10

4 6024 長倉 宏樹 ﾅｶﾞｸﾗ ﾋﾛｷ 北大工機能材料 1:24:47

5 6067 三上 剛輝 ﾐｶﾐ ｺﾞｳｷ ＭＳＧＴＧＡＮ 1:25:33

6 6075 鈴木 一馬 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 江差町 1:28:39

7 6059 岡本 玄 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ ＮＲＣ 1:29:55

8 6015 三上　健太 ﾐｶﾐ ｹﾝﾀ 苫東石油備蓄㈱ 1:30:30

9 6040 山根 健太郎 ﾔﾏﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 無所属 1:31:08

10 6076 清水上 諒 ｼﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 苫小牧和光中学校 1:31:57

11 6049 植村 良 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳ 室蘭工業大学 1:33:35

12 6045 高野 悠平 ﾀｶﾉ ﾕｳﾍｲ 植苗戦隊ジョギンガー 1:33:40

13 6062 殿園 晃平 ﾄﾉｿﾉ ｺｳﾍｲ 札幌市 1:34:14

14 6044 美口 道州 ﾐｸﾞﾁ ﾄﾞｳｼｭｳ ホッコウ物流 1:34:34

15 6043 及川 純平 ｵｲｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 札幌市 1:34:57

16 6012 松浦　彰 ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳ 苫東石油備蓄㈱ 1:35:34

17 6025 舛田 格 ﾏｽﾀﾞ ｲﾀﾙ 株ＡＳＥ 1:37:22

18 6014 河村　章弘 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 苫東石油備蓄㈱ 1:37:37

19 6092 吉田 拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 千歳市 1:38:53

20 6066 有泉 健太 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 大阪府 1:39:11

21 6031 渡辺 薫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ 北野中学校 1:39:42

22 6065 山崎 公暉 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ ｉｄｍｃ．ＲＣ 1:41:10

23 6006 清水　良輔 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 千歳市 1:41:15

24 6036 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 苫小牧市立和光中学校 1:41:33

25 6060 原田 郁也 ﾊﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 苫小牧市 1:43:01

26 6003 橋場　佑鷹 ﾊｼﾊﾞ ﾕﾀｶ ちばりよ～ＲＣ 1:43:23

27 6088 新堂 隼矢 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 1:43:42

28 6016 斉藤　弘貴 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 苫小牧埠頭㈱ 1:44:40

29 6087 松下 文也 ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾔ 市役所 1:46:21

30 6086 能登 雄也 ﾉﾄ ﾕｳﾔ 登別市 1:47:26

31 6064 和田 准樹 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ ＣＦＲＣ 1:47:31

32 6071 井上 貴仁 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾄ ＲＵＮ浜頓別 1:48:19

33 6047 五十嵐 圭佑 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 札幌市 1:48:58

34 6070 東 健太郎 ｱｽﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 七飯町 1:49:09

35 6050 黒澤 雅博 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 苫小牧市 1:49:47

36 6030 岩井 晃治 ｲﾜｲ ｺｳｼﾞ テット会 1:49:58

37 6081 岩谷 和磨 ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 北海道大学コンクリート研究室 1:50:51

38 6061 森井 光一 ﾓﾘｲ ｺｳｲﾁ 日鉄住金スラグ 1:51:06

39 6032 齊藤 圭司 ｻｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 北ガスランナーズクラブ 1:51:31

40 6037 佐々木 泰輔 ｻｻｷ ﾀｲｽｹ 苫小牧市 1:51:32

41 6074 日ケ久保 佑輝 ﾋｶﾞｸﾎﾞ ﾕｳｷ 登別市 1:51:56

42 6026 口川 林作 ｸﾁｶﾜ ﾘﾝｻｸ 大野中学校 1:52:08

43 6051 中村 勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 北海道大学電力システム研究室 1:53:49

44 6069 石川 恭平 ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾍｲ オオツ動物病院 1:54:07

45 6028 一方隅 昭夫 ｲｯﾎﾟｳｽﾞﾐ ｱｷｵ 札幌市 1:55:24

46 6056 佐々木 惇 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 札幌市 1:55:55

47 6053 後藤 隼一郎 ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 北海道大学コンクリート研究室 1:56:52

48 6068 水谷 海智 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲﾁ 北海道教育大学旭川校 1:57:08

49 6042 秋田 峻太郎 ｱｷﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 伊達市 1:57:25

50 6089 五十嵐 涼 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 日鋼記念看護学校 2:00:09
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51 6020 大澤　友也 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ 石狩市 2:00:25

52 6085 前 智明 ﾏｴ ﾄﾓｱｷ 苫小牧市 2:00:44

53 6018 三富　翔馬 ﾐﾄﾐ ｼｮｳﾏ ホーチャンＡＣ 2:02:01

54 6080 海野 太貴 ｳﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 北海道大学コンクリート研究室 2:02:15

55 6084 岩鼻 秀幸 ｲﾜﾊﾅ ﾋﾃﾞﾕｷ 旭川市 2:03:00

56 6007 小杉　博幸 ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 苫工定時制野球部 2:03:46

57 6073 小山 智康 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔｽ 登別市 2:04:36

58 6078 上松瀬 慈 ｶﾐﾏﾂｾ ｼｹﾞﾙ 北海道大学コンクリート研究室 2:05:18

59 6079 日下部 護 ｸｻｶﾍﾞ ﾏﾓﾙ 北海道大学コンクリート研究室 2:06:57

60 6029 大江 俊至 ｵｵｴ ｼｭﾝｼﾞ 千歳市 2:08:52

61 6017 楠本　剛浩 ｸｽﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 苫小牧埠頭㈱ 2:09:25

62 6023 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ 苫小牧東中学校 2:10:45

63 6004 石川　翔也 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾔ 東中 2:10:45

64 6013 一二三　啓太 ﾋﾌﾐ ｹｲﾀ 苫東石油備蓄㈱ 2:13:19

65 6063 坂井 敬祐 ｻｶｲ ｹｲｽｹ 苫小牧市 2:15:14

66 6009 当田　大貴 ﾄｳﾀﾞ ﾀｲｷ 苫小牧啓北中 2:15:55

67 6052 谷口 智之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 北海道大学コンクリート研究室 2:17:19

68 6057 下町 健太朗 ｼﾓﾏﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 北海道大学　電力システム研究室 2:18:21

69 6008 佐藤　涼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 苫工定時制野球部 2:24:49

70 6058 小泉 僚平 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 北海道大学　電力システム研究室 2:26:43

71 6054 田口 直樹 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ 北海道大学コンクリート研究室 2:29:35

72 6019 林　新 ﾊﾔｼ ｱﾗﾀ ホーチャンＡＣ 2:31:10

73 6022 浅井　悠佑 ｱｻｲ ﾕｳｽｹ 苫小牧市 2:34:23

74 6021 瘧師　道拓 ｷﾞｬｸｼ ﾐﾁﾋﾛ 浜頓別町 2:35:04
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