
第33回 とまこまいマラソン大会 2016/10/09

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ
Ｉ男子中学～20歳代 10Km

1 4044 畑中 大志 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 北極星ＡＣ 0:34:07

2 4020 川端 峰由紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 0:34:45

3 4001 中村　宇貴 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｷ 伊達緑丘高校 0:35:15

4 4097 高橋 虎右 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 苫小牧市 0:35:32

5 4042 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ トヨタ北海道ＲＣ 0:39:01

6 4048 高橋 柊吾 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺﾞ 啓北中 0:40:26

7 4046 古里 充 ﾌﾙｻﾄ ﾐﾂﾙ とましん 0:40:29

8 4047 高橋 卓馬 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ 苫小牧 0:41:07

9 4019 澤田　博昭 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 0:41:10

10 4033 紺野 渉 ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ 苫東石油備蓄 0:41:16

11 4075 菊谷 竜太 ｷｸﾔ ﾘｭｳﾀ セコム（株） 0:42:03

12 4016 坂本　悠馬 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 北海道文教大学明清高等学校 0:42:11

13 4017 原田　郁也 ﾊﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 大東開発（株） 0:42:15

14 4038 遠田 良治 ｴﾝﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 札幌市 0:42:24

15 4040 吉川 颯真 ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ 中標津広陵中学校 0:42:51

16 4053 伊東 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 0:43:06

17 4065 斉藤 柊哉 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 尚志館ＪＵＤＯ 0:43:18

18 4082 古川 敬大 ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ とましん 0:43:22

19 4050 上田 晶 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 和光中 0:43:29

20 4031 石田 章悟 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 苫東石油備蓄 0:44:03

21 4076 松苗 勇一 ﾏﾂﾅｴ ﾕｳｲﾁ 苫小牧市 0:44:04

22 4011 今　丈朗 ｺﾝ ﾀｹｱｷ ＮＯＰ４８ 0:44:24

23 4009 土橋　賢太郎 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ 啓北中学校 0:44:39

24 4077 沼崎 啓佑 ﾇﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 苫小牧市 0:44:58

25 4057 加藤 里熙丸 ｶﾄｳ ﾘｷﾏﾙ 尚志館ＪＵＤＯ 0:45:11

26 4098 新田 淳 ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝ ＪＲ北海道 0:45:23

27 4021 戸澤 卓也 ﾄｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 苫東石油備蓄 0:45:38

28 4027 一二三 啓太 ﾋﾌﾐ ｹｲﾀ 苫東石油備蓄 0:45:39

29 4024 中村 純輝 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 苫東石油備蓄 0:45:57

30 4008 原　孝徳 ﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 日翔病院 0:46:21

31 4039 佐野 慎一郎 ｻﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 苫小牧高専 0:46:35

32 4018 髙林　昌裕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 苫小牧市 0:47:21

33 4072 中村 渉吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 大東開発株式会社 0:47:37

34 4029 若林 圭太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 苫東石油備蓄 0:47:54

35 4061 廣島 晶 ﾋﾛｼﾏ ｱｷﾗ 尚志館ＪＵＤＯ 0:47:57

36 4014 大滝　章裕 ｵｵﾀｷ ｱｷﾋﾛ 苫小牧市 0:48:12

37 4052 近藤 優人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 苫小牧市 0:48:17

38 4026 直山 皓洋 ﾅｵﾔﾏ ｺｳﾖｳ 苫東石油備蓄 0:48:32

39 4084 三船 修 ﾐﾌﾈ ｵｻﾑ とましん 0:48:35

40 4012 大江　俊彰 ｵｵｴ ﾄｼｱｷ ＮＯＰ４８ 0:48:46

41 4015 深藪　省 ﾌｶﾔﾌﾞ ｼｮｳ 苫小牧市 0:48:49

42 4101 荒井 大知 ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 苫小牧市 0:48:49

43 4085 石橋 佑太 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀ とましん 0:48:59

44 4025 池田 彬人 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾄ 苫東石油備蓄 0:49:26

45 4078 倉見 豪人 ｸﾗﾐ ﾀｹﾄ 苫小牧市 0:49:47

46 4032 高橋 玲雄 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 苫東石油備蓄 0:50:05

47 4055 石井 絃太 ｲｼｲ ｹﾞﾝﾀ 尚志館ＪＵＤＯ 0:50:11

48 4074 青木 康彦 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 苫小牧市 0:50:37

49 4059 阿部 俊太 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 尚志館ＪＵＤＯ 0:51:10

50 4079 山口 雅人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ とましん 0:51:15
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51 4054 渡部 敏広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ たかさき法律事務所 0:51:15

52 4051 藤田 和弥 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 0:51:16

53 4043 渡邉 翔平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 苫小牧市 0:51:21

54 4007 市岡　聖矢 ｲﾁｵｶ ｾｲﾔ 苫商ワンゲル部 0:51:34

55 4093 棚田 翔平 ﾀﾅﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ とましん 0:51:42

56 4030 鍵谷 駿 ｶｷﾞﾔ ｼｭﾝ 苫東石油備蓄 0:51:57

57 4066 新田 晃大 ﾆｯﾀ ｺｳﾀﾞｲ 尚志館ＪＵＤＯ 0:52:22

58 4067 松尾 幸祐 ﾏﾂｵ ｺｳｽｹ 尚志館ＪＵＤＯ 0:53:23

59 4056 七田 宇宙 ｼﾁﾀﾞ ｿﾗ 尚志館ＪＵＤＯ 0:53:23

60 4062 山本 禅 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝﾀ 尚志館ＪＵＤＯ 0:53:27

61 4028 山口 勝太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 苫東石油備蓄 0:54:07

62 4087 工藤 雄大 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ とましん 0:54:19

63 4080 本間 大地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ とましん 0:55:06

64 4089 咲間 大樹 ｻｸﾏ ﾋﾛｷ とましん 0:55:17

65 4094 嶋田 慎 ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ とましん 0:55:32

66 4064 山本 吟 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾞﾝｼﾞ 尚志館ＪＵＤＯ 0:56:00

67 4036 齋藤 睦月 ｻｲﾄｳ ﾑﾂｷ 埼玉県 0:56:58

68 4086 坂本 一起 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ とましん 0:57:57

69 4004 石垣　拓郎 ｲｼｶﾞｷ ﾀｸﾛｳ 苫小牧市 0:58:11

70 4096 尾崎 真哉 ｵｻﾞｷ ｼﾝﾔ 苫小牧市 0:58:15

71 4073 藤塚 永志 ﾌｼﾞﾂｶ ﾋｻｼ 北海道電力株式会社 0:58:23

72 4005 大島　卓 ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 苫小牧市 0:59:09

73 4081 高橋 達 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ とましん 0:59:58

74 4071 松田 直大 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 苫小牧市 1:00:10

75 4023 木立 悟 ｷﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 苫東石油備蓄 1:00:37

76 4088 井上 智博 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ とましん 1:01:22

77 4041 西舘 裕樹 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 苫小牧市 1:01:34

78 4002 山西　健斗 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝﾄ 苫商ワンゲル部 1:01:43

79 4083 菅野 雄貴 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｷ とましん 1:02:10

80 4045 大江 洋 ｵｵｴ ﾖｳ 苫小牧市 1:02:31

81 4100 神 雄 ｼﾞﾝ ﾕｳﾔ ＹＳＣ 1:02:38

82 4092 滝田 大輔 ﾀｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ とましん 1:03:28

83 4090 村 翔太 ﾑﾗ ｼｮｳﾀ とましん 1:03:36

84 4091 木下 駿 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ とましん 1:03:37

85 4022 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 苫東石油備蓄 1:03:43

86 4049 野崎 弘隆 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 石狩市 1:04:25

87 4063 廣島 南 ﾋﾛｼﾏ ﾐﾅﾐ 尚志館ＪＵＤＯ 1:05:01

88 4068 青木 研太 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 尚志館ＪＵＤＯ 1:05:01

89 4060 斎藤 優人 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 尚志館ＪＵＤＯ 1:05:02

90 4013 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ ホーチャンＡＣ 1:09:31

91 4069 鳥海 明弘 ﾄﾘｳﾐ ｱｷﾋﾛ 尚志館ＪＵＤＯ 1:10:19

92 4058 高本 龍一 ﾀｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 尚志館ＪＵＤＯ 1:10:20

93 4099 今 淳毅 ｺﾝ ｱﾂｷ 苫小牧市 1:13:21
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