
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
Ｎ男子中学～20歳代 ハーフ

1 6046 島貫 聖也 ｼﾏﾇｷ ｾｲﾔ 東海大学スキー部 1:13:36

2 6059 大内 龍也 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾔ 苫小牧市 1:19:03

3 6061 島本 裕基 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 苫小牧工業高等専門学校 1:20:01

4 6009 長倉 宏樹 ﾅｶﾞｸﾗ ﾋﾛｷ 北大機能材料 1:20:26

5 6043 小山内 和也 ｵｻﾅｲ ｶｽﾞﾔ 道南ＲＣ 1:21:25

6 6030 富田 旭 ﾄﾐﾀ ｱｻﾋ 岳 1:22:04

7 6017 小林 展大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 苫小牧市立病院 1:24:22

8 6001 戸塚　裕麻 ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾏ Ｕｒｕｎ美容室 1:25:09

9 6042 菊地 直人 ｷｸﾁ ﾅｵﾄ 日本航空専門学校 1:25:33

10 6012 治田 全貴 ﾊﾙﾀ ﾏｻﾀｶ 札幌市 1:25:48

11 6056 佐久間 翔也 ｻｸﾏ ｼｮｳﾔ エヌ・ティ 1:26:23

12 6057 木瀬 拓也 ｷｾ ﾀｸﾔ 江別市 1:29:41

13 6032 植村 良 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳ 室蘭工業大学 1:29:59

14 6014 松浦 彰 ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳ 苫東石油備蓄 1:31:49

15 6040 岡本 玄 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ ＮＲＣ 1:33:16

16 6016 大村 真吾 ｵｵﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 富士登山ガイド 1:33:36

17 6025 渡部 智也 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 東京都 1:34:04

18 6049 新堂 隼矢 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 北翔会 1:34:12

19 6011 舛田 格 ﾏｽﾀﾞ ｲﾀﾙ ＡＳＥ 1:34:40

20 6019 渡辺 薫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ 北野中学校 1:38:15

21 6062 奈良 恭兵 ﾅﾗ ｷｮｳﾍｲ 北海道大学 1:38:16

22 6026 沖田 宜紘 ｵｷﾀ ﾖｼﾋﾛ 朝４時にちょっとだけ沖田 1:39:00

23 6044 米内山 慶之 ﾖﾅｲﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 室蘭市 1:39:06

24 6010 白幡 亮平 ｼﾗﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ チームエス 1:39:23

25 6038 佐々木 勇樹 ｻｻｷ ﾕｳｷ 千歳市 1:39:58

26 6005 増間　大岳 ﾏｽﾏ ﾋﾛﾀｹ 札幌市 1:40:33

27 6018 八木 堅三 ﾔｷﾞ ｹﾝｿﾞｳ 苫小牧東高校 1:43:36

28 6033 坂 和平 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾍｲ 浦河町 1:43:56

29 6073 下村 一朗 ｼﾓﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 室蘭工業大学 1:45:31

30 6051 山家 和也 ﾔﾏｶ ｶｽﾞﾔ 厚真町 1:48:01

31 6066 橋本 侑浩 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 苫小牧高専 1:49:16

32 6029 橋本 和季 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 札幌市 1:49:27

33 6035 照井 健太 ﾃﾙｲ ｹﾝﾀ 苫小牧市 1:49:58

34 5903 木村 岳 ｷﾑﾗ ｶﾞｸ 札幌市 1:50:45

35 6065 刀根 和紀 ﾄﾈ ｶｽﾞｷ 苫小牧高専 1:51:50

36 6036 新藤 明宏 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 函館市 1:53:53

37 6006 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 苫小牧市 1:54:37

38 6002 齋藤　弘貴 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 苫小牧埠頭㈱ 1:55:11

39 6004 川口　元気 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 苫小牧市 1:56:53

40 6041 吉田 聡史 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ なんとかがんばれ走 1:59:49

41 6070 渡辺 耕平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 苫小牧高専 2:01:55

42 6003 中村　弘明 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市第２はくちょう幼稚園 2:02:14

43 6076 岡部 竜弥 ｵｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ 千歳市 2:04:05

44 6071 阿部 成俊 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ とましん 2:04:57

45 6072 湯浅 健市 ﾕﾜｻ ｹﾝｲﾁ とましん 2:04:59

46 6027 岩浅 瑛大 ｲﾜｻ ｱｷﾋﾄ なんとか頑張れ走 2:05:19

47 6077 中井 琢也 ﾅｶｲ ﾀｸﾔ たくぼー 2:05:37

48 6055 平田 誠治 ﾋﾗﾀ ｾｲｼﾞ 栗山町 2:07:02

49 6067 汐後 聡人 ｼｵｺﾞ ｱｷﾄ 苫小牧高専 2:08:35

50 6034 中村 勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 札幌市 2:08:37

2017年6月19日 1/2 ページTimed by　アイサム



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
Ｎ男子中学～20歳代 ハーフ

51 6020 伊藤 柾 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 苫小牧市 2:11:41

52 6021 橋本 翔太 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 札幌市 2:12:01

53 6023 宮越 康平 ﾐﾔｺｼ ｺｳﾍｲ 北海道ガス 2:16:32

54 6060 角田 聖龍 ｶｸﾀ ｾｲﾘｭｳ 小樽市 2:17:16

55 6050 小林 純 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 苫小牧市 2:20:05

56 6052 佐藤 宏輔 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 室蘭市 2:22:30

57 6053 木村 太一 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 千歳市 2:31:59

58 6039 栗芝 浩平 ｸﾘｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ 日本製紙ＲＣ 2:32:28
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