
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
Ｏ男子30～40歳代 ハーフ

1 6294 鍋城 邦一 ﾅﾍﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ 苫小牧気分は走会 1:09:15

2 6404 阿部 誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 苫小牧市 1:13:04

3 6243 青木 昌弘 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 1:16:05

4 6309 藤嶋 豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ ちばりよ～ＲＣ 1:16:31

5 6258 内藤 宏志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ トヨタ北海道 1:16:36

6 6283 林崎 洋太 ﾘﾝｻﾞｷ ﾖｳﾀ 苫小牧気分は走会 1:17:12

7 6369 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ トヨタ北海道 1:18:11

8 6422 本木 央 ﾓﾄｷ ﾋｻｼ 室蘭市 1:19:24

9 6359 鶴巻 文生 ﾂﾙﾏｷ ﾌﾐｵ ちばりよ～ＲＣ 1:19:40

10 6319 高橋 佑昌 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ ノーストランス 1:20:44

11 6273 大櫛 隆行 ｵｵｸｼ ﾀｶﾕｷ ＲＩＮ 1:21:13

12 6391 成田 東聡 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 苫小牧市 1:22:08

13 6332 佐々木 昌人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ ＭＣＹＲ 1:22:14

14 6262 西塚 真人 ﾆｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 北ガスＲＣ 1:22:24

15 6390 吉田 修治 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 北海道マラソンクラブ 1:22:32

16 6325 高木 満祐 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ ラガーマン 1:22:37

17 6357 水澤 俊介 ﾐｽﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 釧路町消防ＲＣ 1:23:09

18 6260 高谷 優人 ﾀｶﾔ ﾏｻﾄ チームアクロス 1:23:12

19 6372 斉藤 侯祐 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 岩見沢市 1:23:26

20 6231 林　茂 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾙ 札幌市 1:23:29

21 6223 和田　正樹 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ マイペース 1:23:37

22 6321 佐藤 雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ サトゥーＡＣ 1:23:58

23 6322 岡本 崇 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ ちーむぽっぺる 1:24:09

24 6205 上田　英典 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 北広島市 1:24:19

25 6364 中澤 文彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 苫小牧市 1:24:55

26 6208 中村　正範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ トヨタ自動車北海道 1:25:04

27 6288 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌西円山病院 1:25:43

28 6303 長嶋 紘一 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市 1:25:54

29 6502 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 日高富川ランナーズ 1:26:35

30 6464 古畑 孝 ﾌﾙﾊﾀ ﾀｶｼ 札幌市 1:27:20

31 6455 松本 和紘 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 松本和紘 1:27:23

32 6388 田中 浩良 ﾀﾅｶ ｶﾂﾖｼ チーム２００ 1:28:11

33 6503 山田 浩介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 苫小牧市 1:28:17

34 6342 吉井 孝光 ﾖｼｲ ﾀｶﾐﾂ 栗山町 1:28:22

35 6327 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 札幌市 1:29:19

36 6411 仁尾 一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 出光北海道ＲＣ 1:29:20

37 6281 奥村 和典 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 凡人ＲＣ 1:29:23

38 6266 横山 真一郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 苫小牧市 1:29:33

39 6287 古賀 敬 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 千歳基地ＲＣ 1:29:45

40 6257 経沢 尚記 ﾂﾈｻﾞﾜ ﾅｵｷ ＨＯＰＥ 1:29:45

41 6285 森下 広明 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｱｷ トヨタ北海道 1:30:13

42 6408 栗原 肇 ｸﾘﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ やまなかＲＣ 1:30:21

43 6267 原田 仁 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾄｼ 王子製紙ＡＣ 1:30:26

44 6494 岡田 博之 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 新ひだか町 1:30:34

45 6209 川西　悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 札幌市 1:30:43

46 6277 新山 努 ﾆｲﾔﾏ ﾂﾄﾑ 愛知県 1:31:06

47 6499 三島 陽輔 ﾐｼﾏ ﾖｳｽｹ ちとせあずさＲＣ 1:31:19

48 6346 花田 啓祐 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 安平町立遠浅小学校 1:31:23

49 6429 西倉 宏昌 ﾆｼｸﾗ ﾋﾛﾏｻ ゼビオ新さっぽろ 1:31:29

50 6297 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ まこみな＃２４ 1:31:43
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51 6407 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 苫小牧市 1:31:47

52 6269 三上 健太 ﾐｶﾐ ｹﾝﾀ 苫東石油備蓄 1:31:50

53 6329 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ 洞爺協会病院 1:32:01

54 6395 美口 道州 ﾐｸﾞﾁ ﾄﾞｳｼｭｳ ホッコウ物流 1:32:07

55 6481 藤澤 康聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽｱｷ 藤澤心臓血管クリニック 1:32:27

56 6416 多賀 勝人 ﾀｶﾞ ｶﾂﾋﾄ 千歳市 1:32:31

57 6244 和田 勝磨 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾏ 日本気象協会 1:32:39

58 6385 古川 広喜 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 千歳市 1:32:49

59 6424 佐野 正樹 ｻﾉ ﾏｻｷ 室蘭市 1:33:03

60 6326 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ チーム緑ガメ 1:33:10

61 6394 福本 行孝 ﾌｸﾓﾄ ﾕｷﾀｶ 恵庭市 1:33:11

62 6482 扇田 昌樹 ｵｳｷﾞﾀ ﾏｻｷ でんき保安協会 1:33:28

63 6221 高橋　健悟 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ ＴＭＨ 1:33:37

64 6441 小田 直人 ｵﾀﾞ ﾅｵﾄ ＳＩＧ．ＣＯＭ 1:33:51

65 6417 樋口 雅昌 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｱｷ ＤＣＭ 1:34:21

66 6431 富名腰 拓 ﾌﾅｺｼ ﾀｸ 留萌振興局 1:34:46

67 6448 富井 道朗 ﾄﾐｲ ﾐﾁﾛｳ 苫小牧気分は走会 1:34:56

68 6311 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 札幌市 1:35:13

69 6248 森田 竜也 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:35:18

70 6313 山本 英治 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 苫小牧市 1:35:30

71 6392 和田 純 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ケアライフ王子 1:35:36

72 6439 田原 隆行 ﾀﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 田原牧場 1:35:46

73 6500 奥山 尚登 ｵｸﾔﾏ ﾅｵﾄ 岩見沢市 1:36:11

74 6343 濱 彰宏 ﾊﾏ ｱｷﾋﾛ 日翔病院 1:36:15

75 6459 廣田 岳 ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ ナラサキスタックスＡＣ 1:36:17

76 6271 藤田 一巳 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 王子製紙ΑС 1:36:20

77 6445 厨川 洋平 ｸﾘﾔｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 苫小牧市 1:36:36

78 6521 栗林 秀光 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 苫小牧北倉港運株式会社 1:36:39

79 6493 和泉 正希 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 函館中央郵便局 1:36:44

80 6227 加藤　歓昭 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 苫小牧市 1:36:47

81 6476 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ ＪＣＨＯ北海道病院 1:36:50

82 6293 小石 拓也 ｺｲｼ ﾀｸﾔ 北海道通運 1:36:57

83 6275 高山 智之 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 千歳市 1:37:06

84 6224 亀谷　学 ｶﾒﾔ ﾏﾅﾌﾞ 苫小牧市 1:37:14

85 6350 佐々木 誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 札幌市 1:37:17

86 6360 小橋 正美 ｺﾊﾞｼ ﾏｻﾐ 兵庫須磨平 1:37:22

87 6307 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ ルネサンス 1:37:35

88 6513 工藤 辰文 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾌﾐ 札幌市 1:37:39

89 6435 荒谷 雄介 ｱﾗﾔ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:37:48

90 6434 伊藤 千宜 ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 札幌市 1:38:01

91 6462 菊池 良太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 江別市 1:38:04

92 6487 久保田 真介 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｽｹ ＭＳＲＣ 1:38:13

93 6330 金田 修 ｶﾈﾀﾞ ｵｻﾑ 東京都 1:38:18

94 6506 大野 達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 東京都 1:38:21

95 6438 奥山 雅仁 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 道新文化センター 1:38:23

96 6291 杉本 功平 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 札幌市 1:38:26

97 6414 阿部 喜憲 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ ＴＥＡＭ週一 1:38:29

98 6374 野田 晃弘 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 札幌市 1:38:36

99 6518 高田 仁 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞﾝ 北海電工　室蘭ＲＣ 1:38:40

100 6467 坂倉 良 ｻｶｸﾗ ﾘｮｳ もるはむ 1:38:57
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101 6206 小野　誠 ｵﾉ ﾏｺﾄ トヨタ北海道 1:39:06

102 6403 西入 聖 ﾆｼｲﾘ ｾｲ 日本製紙ＲＣ 1:39:07

103 6355 佐古田 直樹 ｻｺﾀﾞ ﾅｵｷ 苫小牧市 1:39:21

104 6339 木原 将 ｷﾊﾗ ﾏｻｼ チーム緑ガメ 1:39:38

105 6418 児玉 幸司 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ イブリジニー 1:40:01

106 6242 神原 篤 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 膝ボルト 1:40:23

107 6454 和田 賢 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ つばさ薬局 1:40:26

108 6318 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ サムコ 1:40:29

109 6380 高橋 勝巳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 苫小牧市 1:40:34

110 6246 秋山 高徳 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 小樽ＢＣ 1:40:48

111 6279 町村 祐輔 ﾏﾁﾑﾗ ﾕｳｽｹ マッチ鍼灸整骨院 1:41:08

112 6361 西川 悠介 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 苫小牧市 1:41:10

113 6320 藤本 隆 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ さっぽろ１０９ 1:41:11

114 6451 大河内 亮 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳ 北基サービス 1:41:16

115 6370 森本 賢史 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 石狩市 1:41:19

116 6450 吉田 陽彦 ﾖｼﾀ ﾊﾙﾋｺ 札幌市 1:41:35

117 6314 新谷 信之介 ｱﾗﾔ ｼﾝﾉｽｹ トヨタ北海道 1:41:38

118 6376 田上 功 ﾀｶﾞﾐ ｲｻｵ 札幌市 1:42:13

119 6468 髙橋 信光 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾐﾂ 苫工定時制野球部 1:42:13

120 6230 佐々木　大御 ｻｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ ＮＯＰ４８ 1:42:33

121 6368 境田 等 ｻｶｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 江別市 1:42:46

122 6237 三浦　浩明 ﾐｳﾗ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 1:42:53

123 6341 北沢 将志 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ 札幌市 1:43:00

124 6304 南部 英則 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ テーオースポーツクラブ 1:43:01

125 6384 吾妻 育弥 ｱﾂﾞﾏ ｲｸﾔ 帯広市 1:43:09

126 6504 草野 仁 ｸｻﾉ ﾋﾄｼ 津軽屋ランニングチーム 1:43:10

127 6412 登坂 義史 ﾉﾎﾞﾘｻｶ ﾖｼﾌﾐ 札幌市 1:43:11

128 6272 冨久尾 修二 ﾌｸｵ ｼｭｳｼﾞ 北海道中央労災病院 1:43:22

129 6399 鶴岡 一洋 ﾂﾙｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 北海道リース 1:43:55

130 6480 後木 一哉 ｳｼﾛｷﾞ ｶｽﾞﾔ 原発廃炉の会 1:44:15

131 6305 太田 克浩 ｵｵﾀ ｶﾂﾋﾛ 室蘭市 1:44:17

132 6489 白岩 聖啓 ｼﾗｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 苫小牧市 1:44:24

133 6508 福田 悟史 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ 函館開発建設部 1:44:25

134 6296 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 娘が三人います 1:44:30

135 6461 川尻 敏宏 ｶﾜｼﾞﾘ ﾄｼﾋﾛ なし 1:44:40

136 6472 平井 潤 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝ 登別市 1:44:44

137 6354 熊坂 盛 ｸﾏｻｶ ﾓﾘﾄ 札幌市 1:44:46

138 6512 中山 昌紀 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 苫小牧市 1:44:49

139 6264 阿部 直史 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ Ｍａｔｔａｒｅ 1:44:50

140 6413 加茂 佳成 ｶﾓ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 1:44:52

141 6344 天野 亮治 ｱﾏﾉ ﾘｮｳｼﾞ チームたまねぎ 1:44:54

142 6475 堀口 貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ ＮＲＣ 1:44:58

143 6457 池田 克美 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 札幌市 1:45:06

144 6345 鈴木 敦史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ サンダル男 1:45:18

145 6397 西村 晋一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 西村と走ろう会 1:45:22

146 6436 谷野 修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 日新化学研究所 1:45:38

147 6352 脇澤 聡宏 ﾜｷｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ エッセ 1:45:40

148 6315 八田 茂実 ﾊｯﾀ ｼｹﾞﾐ トマコーセン 1:45:42

149 6515 川原 孝久 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾋｻ 白老町 1:45:46

150 6213 山本　淳一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩見沢市 1:45:50
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151 6247 深澤 純一 ﾌｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ みそいち 1:45:57

152 6351 池田 敏明 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｱｷ りんご調剤有限会社フォーサイト 1:45:57

153 6479 久保田 拓也 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾔ 苫小牧市 1:46:01

154 6256 渡邊 哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ チーム緑ガメ苫小牧 1:46:02

155 6423 角田 尚士 ｶｸﾀ ﾀｶﾋﾄ 苫ＲＵＮ翔 1:46:04

156 6410 白戸 彰 ｼﾗﾄ ｱｷﾗ 札幌市 1:46:32

157 6471 沼田 大資 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ フォーシーズンズ 1:46:41

158 6241 丸橋 雅律 ﾏﾙﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 1:46:43

159 6507 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ トヨタ北海道 1:46:46

160 6207 三倉　照一 ﾐｸﾗ ﾃﾙｶｽﾞ 安平町 1:46:48

161 6522 武野 哲兵 ﾀｹﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 苫小牧市 1:46:49

162 6400 海老澤 洋平 ｴﾋﾞｻﾜ ﾖｳﾍｲ 日本製紙ＲＣ 1:46:51

163 6496 東口 勉 ｱｽﾞﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 北斗市 1:47:03

164 6201 坂野　彰則 ｻｶﾉ ｱｷﾉﾘ 苫小牧市 1:47:03

165 6218 山口　秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 登別市 1:47:07

166 6362 紺世 知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 1:47:13

167 6534 村上 大 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 室蘭市 1:47:15

168 6254 戸井田 清 ﾄｲﾀﾞ ｷﾖｼ 札幌市 1:47:21

169 6383 松井 孝浩 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 新ひだか町 1:47:33

170 6492 別当屋敷 稔博 ﾍﾞｯﾄｳﾔｼｷ ﾄｼﾋﾛ 苫小牧市 1:47:37

171 6212 齋藤　好一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 苫小牧市 1:47:38

172 6289 山村 亮太 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ノバルティス 1:47:40

173 6495 早川 耕平 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 一休そば総本店 1:47:43

174 6460 多田 泰弘 ﾀﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 1:47:47

175 6497 近江谷 健 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾙ チーム環・樹 1:47:55

176 6334 野呂 清隆 ﾉﾛ ｷﾖﾀｶ 走れメタボマン 1:48:05

177 6236 神子　大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 1:48:15

178 6430 長谷川 純一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日高町 1:48:19

179 6477 櫻井 崇 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 室蘭市 1:48:25

180 6233 堤　英毅 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 1:48:45

181 6501 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 千歳市 1:48:52

182 6524 志田 俊明 ｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 日将連苫小牧 1:49:04

183 6263 黄倉 利昌 ｵｳｸﾗ ﾄｼﾏｻ 深川市 1:49:09

184 6405 津野 慶 ﾂﾉ ｹｲ 北海道新聞室蘭 1:49:25

185 6253 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 1:49:40

186 6348 森 武志 ﾓﾘ ﾀｹｼ 室蘭市 1:49:57

187 6456 久井 敏照 ﾋｻｲ ﾄｼﾃﾙ 札幌市 1:49:58

188 6491 一谷 武史 ｲﾁﾀﾆ ﾀｹｼ 札幌市 1:50:40

189 6295 岡田 耕造 ｵｶﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ＨＡＣ 1:50:50

190 6478 村上 智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ 留萌市 1:50:52

191 6215 横山　知之 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 新冠レ・コードＲＣ 1:51:01

192 6276 岡 貴一 ｵｶ ﾀｶｲﾁ １０Ｌｕｃｋ 1:51:02

193 6323 八木 康年 ﾔｷﾞ ﾔｽﾄｼ 苫小牧市 1:51:22

194 6308 栃木 昭彦 ﾄﾁｷﾞ ｱｷﾋｺ 苫小牧緑ヶ丘病院 1:51:37

195 6409 向中野 智哉 ﾑｶｲﾅｶﾉ ﾄﾓﾔ チームとまきょか 1:51:48

196 6398 中川 喜秀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 札幌市 1:51:53

197 6474 伊藤 篤 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 頑張れコンサドーレ 1:52:03

198 6312 広瀬 隆之 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 苫小牧市 1:52:15

199 6228 久保田　順司 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ とましん 1:52:15

200 6337 山内 卓 ﾔﾏｳﾁ ﾀｸ 偶蹄目ＡＣ 1:52:32
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201 6402 山崎 泰照 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 札幌市 1:52:38

202 6428 久保 大輔 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 北海道教育庁 1:52:40

203 6485 富樫 克良 ﾄｶﾞｼ ｶﾂﾖｼ 登別市 1:52:56

204 6310 一方隅 昭夫 ｲｯﾎﾟｳｽﾞﾐ ｱｷｵ 札幌市 1:53:03

205 6229 池田　健二 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 石狩市 1:53:04

206 6488 北清 知則 ｷﾀｾ ﾄﾓﾉﾘ 北広島市 1:53:05

207 6373 濱野 文久 ﾊﾏﾉ ﾌﾐﾋｻ ＰＡ　杏の会 1:53:10

208 6259 鈴木 大助 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ サンダース 1:53:17

209 6292 安倍 一郎 ｱﾍﾞ ｲﾁﾛｳ カレー部 1:53:18

210 6211 塚越　英二 ﾂｶｺﾞｼ ｴｲｼﾞ 北旺運輸㈱ 1:53:23

211 6510 斉藤 賢一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 恵庭市 1:53:43

212 6514 増田 一慶 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 札幌市 1:53:51

213 6204 斉藤　龍司 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ㈱田上組 1:53:59

214 6381 阿部 三郎 ｱﾍﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 苫小牧市 1:54:00

215 6379 鈴木 秀久 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ ＵＫＣ 1:54:08

216 6470 青田 努 ｱｵﾀ ﾂﾄﾑ ＤＣＭ 1:54:12

217 6466 岸 照人 ｷｼ ﾃﾙﾋﾄ 札幌市 1:54:38

218 6300 沖 晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 山梨県 1:54:43

219 6406 三木田 亮 ﾐｷﾀ ｱｷﾗ 無職ではない 1:54:49

220 6525 三浦 亮 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 愛和福祉会 1:54:50

221 6401 原 一彦 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 荒井建設 1:55:01

222 6316 石川 瑞都 ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞﾄ 伊達木工場 1:55:09

223 6299 岩田 光晴 ｲﾜﾀ ﾐﾂﾊﾙ 札幌市 1:55:38

224 6317 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ ＪＳＷ室蘭ＲＣ 1:55:43

225 6225 松本　義孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 山本浄化興業（株） 1:55:50

226 6511 坂本 龍彦 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 札幌市 1:56:12

227 6469 菖蒲 準 ｱﾔﾒ ｼﾞｭﾝ 株式会社ジェイ・エス・エス 1:56:15

228 6449 矢崎 敬和 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ イブリジニー 1:56:22

229 6446 安友 光寿 ﾔｽﾄﾓ ﾐﾂﾄｼ 札幌市 1:56:25

230 6458 笠木 恵介 ｶｻｷ ｹｲｽｹ 苫小牧市 1:56:31

231 6371 増井 伸高 ﾏｽｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 増井家 1:56:38

232 6453 芦田 智明 ｱｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 千歳税関 1:56:45

233 6483 土居 司 ﾄﾞｲ ﾂｶｻ ほぐし整体院　ケアラ 1:57:04

234 6509 庄 君淵 ｼｮｳ ｸﾝｴﾝ ヨーレン 1:57:16

235 6250 土屋 紀久 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾋｻ 安平町 1:57:27

236 6443 佐々木 薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ 日本通運苫小牧支店海運事業所 1:57:49

237 6389 河内 俊介 ｶﾜｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 苫小牧市役所 1:58:27

238 6252 山口 勝次 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂｼﾞ 株式会社トートー事務機 1:58:43

239 6261 堀内 章三 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 恵庭市 1:58:49

240 6498 青木 宏憲 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾘ 伊達市 1:59:16

241 6484 高橋 勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 苫小牧市 1:59:22

242 6251 高橋 智忠 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾀﾀﾞ 第一岸本臨床検査センター 1:59:50

243 6527 小林 秀裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ 函館市 2:00:04

244 6365 島本 公二 ｼﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 札幌市 2:00:06

245 6238 山田　丈弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 札幌市 2:00:09

246 6284 二本松 央一 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市 2:00:32

247 6356 鈴木 健之 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼ ＭＥＴＩＡＣ 2:00:40

248 6387 菅原 茂徳 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ ＨＯＰＥ 2:01:43

249 6490 加地 修二 ｶﾁ ｼｭｳｼﾞ 苫小牧市 2:01:47

250 6214 山岡　武志 ﾔﾏｵｶ ﾀｹｼ 苫小牧市 2:01:52
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251 6349 岩崎 正洋 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 当麻町 2:02:04

252 6358 進藤 隆二 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ 第一貨物 2:03:01

253 6203 蛇谷　将 ｼﾞｬﾀﾆ ﾏｻｼ 苫小牧市 2:03:36

254 5902 渋田 陽平 ｼﾌﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 札幌市 2:04:05

255 6274 春日 高志 ｶｽｶﾞ ﾀｶｼ 札幌市 2:04:15

256 6226 片山　正義 ｶﾀﾔﾏ ｾｲｷﾞ 協伸運輸 2:04:37

257 6377 松原 義寛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ 有限会社不動産企画ウィル 2:05:48

258 6338 高柳 宜伸 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ ディープインパクト 2:06:00

259 6336 桑原 修平 ｸﾜﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 偶蹄目ＡＣ 2:06:16

260 6220 宮島　智満 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾐﾂ 苫小牧市 2:06:25

261 6367 笹原 智人 ｻｻﾊﾗ ﾄﾓﾋﾄ 札幌デンタル 2:07:09

262 6526 木戸 宏行 ｷﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 苫小牧市 2:07:12

263 6202 島畑　和徳 ｼﾏﾊﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 養生館 2:07:40

264 6529 山崎 秀和 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 苫小牧市 2:08:49

265 6382 菊田 一也 ｷｸﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 2:09:55

266 6216 太田　健矢 ｵｵﾀ ｹﾝﾔ 苫小牧市 2:10:37

267 6444 村井 幸義 ﾑﾗｲ ﾕｷﾖｼ 江別市 2:10:54

268 6298 榎本 徳和 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 千歳市 2:10:57

269 6378 田村 浩司 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 苫小牧市 2:11:07

270 6528 浜田 凖一朗 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 千歳市 2:12:28

271 6280 加賀見 義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:13:16

272 6347 大和田 洋司 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞ ＤＨ 2:13:51

273 6419 桜井 宏樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ チーム社協 2:14:09

274 6222 清水上　学 ｼﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ むかわ町 2:14:30

275 6415 齋藤 禎史 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾌﾐ 函館市 2:15:19

276 6301 泉 周一 ｲｽﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 登別市 2:15:22

277 6306 鈴木 基也 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔ 岩内町 2:16:04

278 6486 赤塚 元軌 ｱｶﾂｶ ﾓﾄｷ 苫小牧高専 2:16:15

279 6335 江田 直行 ｴﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 走れメタボマン 2:16:32

280 6533 森井 達也 ﾓﾘｲ ﾀﾂﾔ トヨタ自動車北海道（株） 2:17:31

281 6366 渡部 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南円山 2:18:09

282 6265 佐藤 広幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 函館市 2:18:45

283 6426 長原 憲一 ﾅｶﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 日東商会札幌支店 2:19:32

284 6442 ミツル スギシタ ｽｷﾞｼﾀ ﾐﾂﾙ ＨＡＣ 2:20:49

285 6217 野村　直弘 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 苫小牧市 2:26:01

286 6452 豊嶋 和宏 ﾄﾖｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 苫小牧市役所 2:28:43

287 6219 平井　淳一 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栗山町野球連盟 2:28:44

288 6531 渡辺 孝介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 夕張市 2:31:26

289 6505 沖田 学 ｵｷﾀ ﾏﾅﾌﾞ 苫小牧市 2:31:59

290 6427 小川 高史 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ なんとか頑張れ走 2:32:02

291 6473 川本 敦 ｶﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 白鶴酒造株式会社 2:32:30

292 6239 長谷部　強 ﾊｾﾍﾞ ﾂﾖｼ 苫小牧市 2:33:42

293 6517 高橋 史賢 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾖｼ 安平町 2:34:14

294 6523 西澤 伸一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 苫小牧市 2:36:35

295 6519 山内 幹生 ﾔﾏｳﾁ ﾐｷｵ 苫小牧市 2:38:44
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