
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
Ｐ男子50歳以上 ハーフ

1 6663 川崎 久生 ｶﾜｻｷ ﾋｻｵ ニチベイ 1:19:50

2 6681 村井 和夫 ﾑﾗｲ ｶｽﾞｵ ＮＴＴアカシア 1:21:15

3 6628 上田　浩 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 出光興産徳山 1:26:08

4 6614 本山　静生 ﾓﾄﾔﾏ ｼｽﾞｵ 函館市 1:26:59

5 6690 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ ＨＡＣ 1:27:06

6 6613 寺澤　敬喜 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛﾖｼ アロハＲＣ 1:27:08

7 6717 柳沼 浩 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾛｼ やぎさんチーム 1:28:34

8 6774 藤原 茂法 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 函館走ろう会 1:29:36

9 6719 井上 宜久 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ 東京陸協 1:29:39

10 6659 小林 龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ＦＲＵＮ 1:30:00

11 6724 佐々木 清文 ｻｻｷ ｷﾖﾌﾐ 函館走ろう会 1:30:04

12 6805 井澗 弘亘 ｲﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 1:31:14

13 6775 岩坂 陽悦 ｲﾜｻｶ ﾖｳｴﾂ ＮＤＲＣ 1:31:53

14 6696 本間 光男 ﾎﾝﾏ ﾐﾂｵ 千歳市 1:32:33

15 6643 岡崎　祐三 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 王子製紙ＡＣ 1:32:44

16 6778 畑中 裕之 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 赤レンガ走友会 1:33:18

17 6612 青柳　充彦 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾋｺ 千歳市 1:33:32

18 6700 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 淀川ランナーズ 1:33:38

19 6685 佐野 宙 ｻﾉ ﾋﾛｼ ヌイちゃイヤ！ 1:34:18

20 6791 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分は走会 1:34:33

21 6790 藤 克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 室蘭入江ＲＣ 1:34:36

22 6745 高橋 広基 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ ＮＴＴＭＥ 1:34:42

23 6682 伊藤 寿志 ｲﾄｳ ﾋｻｼ ホクレンくみあい飼料 1:35:03

24 6740 佐久間 哲博 ｻｸﾏ ﾃﾂﾋﾛ 札幌市 1:35:24

25 6665 南里 昭秀 ﾅﾝﾘ ｱｷﾋﾃﾞ スワッチ 1:35:38

26 6670 島 義幸 ｼﾏ ﾖｼﾕｷ 恵庭土地改良区 1:36:09

27 6702 今野 満 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾙ ほくでん函走会 1:36:27

28 6645 赤前　康浩 ｱｶﾏｴ ﾔｽﾋﾛ 函館走ろう会 1:36:42

29 6715 矢島 賢司 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ＨＡＣ 1:36:53

30 6615 谷川　充穂 ﾀﾆｶﾜ ﾐﾂｵ 苫小牧市 1:37:05

31 6687 鈴木 克憲 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 王子イーグルス 1:37:17

32 6786 逢坂 卓志 ｵｵｻｶ ﾀｶｼ 函養 1:37:25

33 6667 丸山 和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 千歳市 1:37:34

34 6727 三木田 学 ﾐｷﾀ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 1:37:37

35 6763 安藤 司通 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 滝川市 1:37:50

36 6675 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 向陽台ラン 1:38:19

37 6764 林 芳文 ﾊﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 室蘭市 1:38:21

38 6725 西沢 哲也 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 道南ＲＣ 1:38:31

39 6784 渡邊 雅樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ ホーチヤンＡＣ 1:38:45

40 6776 新井 邦博 ｱﾗｲ ｸﾆﾋﾛ チームハシビロ 1:38:47

41 6766 井上 孝弘 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 新日本電工電工株式会社北海道営 1:38:47

42 6773 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ＴＥＰ 1:38:48

43 6697 鍋島 資幸 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓﾄﾕｷ 苫小牧気分走会 1:38:49

44 6796 後藤 岳也 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾔ 札幌市 1:39:01

45 6747 大谷 保史 ｵｵﾀﾆ ﾔｽｼ 島松ＤＥＮ－Ｋ 1:39:15

46 6757 古矢 武士 ﾌﾙﾔ ﾀｹｼ 全水道函館 1:39:18

47 6694 山下 文人 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾄ 洞爺湖町 1:39:21

48 6713 藤山 徳偉 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾖｼｲ かんぽ生命 1:39:58

49 6720 藤本 悟 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ ＴＭＲ 1:40:08

50 6679 熊谷 美治 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾊﾙ 王子製紙ＡＣ 1:40:26
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51 6739 那賀島 聡 ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ 帯広市 1:40:40

52 6755 種田 直章 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｱｷ 明倫中学校 1:40:43

53 6608 小野﨑　誠 ｵﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 王子製紙ＡＣ 1:41:17

54 6705 柏原 剛 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｹｼ グリフィンズ 1:41:18

55 6642 浜垣　慎一 ﾊﾏｶﾞｷ ｼﾝｲﾁ 苫小牧市 1:41:29

56 6710 大場 隆 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 王子製紙ＡＣ 1:41:36

57 6785 前山 新一郎 ﾏｴﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ エースラゲージ 1:41:42

58 6783 伊藤 直久 ｲﾄｳ ﾅｵﾋｻ ナブコシステム 1:42:03

59 6787 川元 真也 ｶﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 九州観光 1:42:24

60 6688 鎌倉 隆浩 ｶﾏｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 北海運輸 1:42:28

61 6792 春日 高明 ｶｽｶﾞ ﾀｶｱｷ 倶知安町 1:42:49

62 6808 庄司 和正 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾏｻ 札幌市 1:42:52

63 6803 秋山 嘉敏 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾄｼ 凾館 1:43:01

64 6795 山本 雄一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 苫小牧柏木ランナー 1:43:12

65 6664 廣田 啓介 ﾋﾛﾀ ｹｲｽｹ ＳＯＭＰＯ剣道部 1:43:22

66 6768 水井 清浩 ﾐｽﾞｲ ｷﾖﾋﾛ ＵＨＢ 1:43:28

67 6788 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北斗七重浜ＲＣ 1:43:42

68 6692 柴 勤 ｼﾊﾞ ﾂﾄﾑ アートな仲間達 1:43:44

69 6686 亀谷 博 ｶﾒﾔ ﾋﾛｼ 苫小牧気分は走会 1:44:08

70 6617 上岡　登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 歌笛郵便局 1:45:22

71 6721 伊瀬 進 ｲｾ ｽｽﾑ 苫小牧市 1:45:48

72 6771 田村 元 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｼ 札幌市 1:45:54

73 6759 本庄 浩明 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:46:07

74 6714 高橋 克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ 札幌市 1:46:09

75 6708 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 明徳小学校 1:46:30

76 6689 安保 信之 ｱﾝﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 音更町 1:46:41

77 6711 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 有珠の沢ＲＣ 1:46:44

78 6678 岡村 利行 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ トータル測量設計 1:47:04

79 6602 岡本　欣二 ｵｶﾓﾄ ｷﾝｼﾞ 苫小牧市 1:47:28

80 6799 川端 清一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖｶｽﾞ 苫小牧市 1:47:52

81 6798 松山 弘喜 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 王子製紙ＡＣ 1:48:09

82 6709 川崎 浩行 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ トヨタ自動車北海道 1:48:39

83 6616 島田　一 ｼﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 苫ホーク 1:48:41

84 6660 金谷 秀晴 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＮＴＴインフラネット 1:48:44

85 6638 吉岡　正光 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾐﾂ 新和産業㈱ 1:49:03

86 6728 小野 英之 ｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 北海道マラソンクラブ 1:49:05

87 6779 降矢 信 ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ 篠路西中学校 1:49:06

88 6752 中田 浩道 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾐﾁ 苫小牧市 1:49:27

89 6729 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 網走保健所 1:49:32

90 6647 荒物屋　貢一 ｱﾗﾓﾉﾔ ｺｳｲﾁ 苫小牧市役所ＲＣ 1:49:59

91 6668 鴻池 洋志 ｺｳﾉｲｹ ﾋﾛｼ つうけんアクト 1:50:24

92 6677 森田 敏行 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾕｷ 苫小牧気分走会 1:50:31

93 6707 岩城 興 ｲﾜｷ ｺｳ 成田朝日ＲＣ 1:50:33

94 6601 檜森　昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 苫小牧市 1:50:43

95 6704 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 札幌市 1:50:47

96 6605 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 苫小牧市 1:51:18

97 6627 真屋　政彦 ﾏﾔ ﾏｻﾋｺ ＨＭＤＨクラブ 1:51:35

98 6634 長山　章 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 苫小牧市 1:51:38

99 6742 木守 庸春 ｷﾓﾘ ﾂﾈﾊﾙ 千歳ＣＣＩ 1:51:45

100 6733 大植 美樹夫 ｵｵｳｴ ﾐｷｵ 苫小牧市 1:51:47
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101 6758 目時 康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 1:51:49

102 6625 中村　正道 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 苫小牧市 1:52:11

103 6754 柴田 敏治 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾊﾙ あら走会 1:52:27

104 6737 木村 泰博 ｷﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 1:52:42

105 6693 小松田 伸一 ｺﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 江別市 1:52:59

106 6703 鋤柄 昌則 ｽｷｶﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ ＤＣＭ 1:53:10

107 6782 荒川 登 ｱﾗｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧市 1:53:11

108 6753 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 小樽市 1:53:14

109 6662 片伯部 秀一 ｶﾀｶﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 北海道エアシステムＡＣ 1:53:14

110 6658 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 爆走マイペース 1:53:54

111 6671 熊谷 和男 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 千歳市 1:54:03

112 6621 山下　光宏 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾋﾛ 苫小牧市 1:54:25

113 6619 菅原　憲之 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾕｷ 発寒走泳会 1:54:48

114 6631 池田　一樹 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 恵庭市 1:55:35

115 6731 吉田 正志 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 暁輝 1:55:44

116 6680 山田 敏和 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 苫小牧市 1:56:05

117 6801 川本 義治 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 苫小牧市 1:56:24

118 6769 河野 浩信 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 苫小牧市 1:56:34

119 6655 松下　秀範 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ガッテンダーズ 1:56:46

120 6674 和田 進 ﾜﾀﾞ ｽｽﾑ ジェーピーシーＲＣ 1:57:18

121 6656 鹿島　秀一 ｶｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 苫小牧市 1:57:54

122 6695 山本 輝男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｵ 浦幌町役場 1:58:47

123 6789 菊澤 敦 ｷｸｻﾞﾜ ｱﾂｼ 北広島市 1:59:07

124 6812 山崎 晴彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 苫小牧市 1:59:24

125 6726 及川 秀一郎 ｵｲｶﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 安平マラソンＣ 1:59:40

126 6746 千田 浩 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 月星海運（株） 2:00:11

127 6611 髙橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 札幌市 2:00:22

128 6793 藤田 博史 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 江別市 2:00:31

129 6618 関谷　信宏 ｾｷﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市 2:00:51

130 6794 伊藤 昌光 ｲﾄｳ ｼｮｳｺｳ 苫小牧市 2:00:56

131 6802 坂田 諭 ｻｶﾀ ｻﾄｼ 札幌市 2:01:30

132 6749 三浦 和三 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾐ 当別町 2:01:36

133 6761 桜井 喜行 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾕｷ 苫小牧気分は走会 2:01:38

134 6800 武藤 直人 ﾑﾄｳ ﾅｵﾄ 緑星の里 2:01:52

135 6706 橋本 倫明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 苫小牧市 2:01:56

136 6772 石川 隆久 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋｻ 札幌市 2:02:09

137 6748 田村 健 ﾀﾑﾗ ｹﾝ 北海道エアシステム 2:02:10

138 6606 戸巻　修 ﾄﾏｷ ｵｻﾑ 苫小牧市 2:02:50

139 6691 藤井 仁志 ﾌｼﾞｲ ﾋﾄｼ 南渡島消防本部 2:02:54

140 6810 冨田 耕司 ﾄﾐﾀ ｺｳｼﾞ 月星海運 2:03:16

141 6722 石黒 一満 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐﾂ カルビー千歳 2:04:10

142 6807 荒地 守 ｱﾗﾁ ﾏﾓﾙ 苫小牧市 2:04:21

143 6683 宮川 洋 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛｼ どよらん福島 2:04:42

144 6701 坂下 清秀 ｻｶｼﾀ ｷﾖﾋﾃﾞ カモシカクラブ 2:04:46

145 6646 大場　敏 ｵｵﾊﾞ ﾋﾞﾝ 苫小牧市 2:04:47

146 6603 安藤　達彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋｺ 苫小牧市 2:04:51

147 6644 石黒　フィッシャー　照海 ｲｼｸﾞﾛ ﾌｨｯｼｬｰ ﾃﾙﾐ 石黒建設ＲＣ 2:05:08

148 6736 伊藤 元己 ｲﾄｳ ﾓﾄｷ チーム・メリー・バンチ 2:05:12

149 6767 水野 雅史 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 青葉病院 2:06:30

150 6607 伊藤　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ ユックリ走る会 2:06:37
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151 6777 宮崎 有広 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 勤医協苫小牧病院 2:06:50

152 6762 大川 道則 ｵｵｶﾜ ﾐﾁﾉﾘ 静岡県 2:07:19

153 6636 藤原　倭臣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｽﾞｵﾐ 桜木ゴールド 2:07:45

154 6626 髙橋　一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ サンライズオコイス 2:10:12

155 6622 小見山　雄二 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:11:23

156 6624 小島　正史 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｼ ダバですダバダ 2:11:25

157 6744 古田 都彦 ﾌﾙﾀ ｸﾆﾋｺ 札幌デンタル 2:11:30

158 6657 鈴木　高 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 苫小牧市 2:11:33

159 6765 笠原 重実 ｶｻﾊﾗ ｼｹﾞﾐ ＮＣ 2:12:23

160 6661 白幡 俊一 ｼﾗﾊﾀ ｼｭﾝｲﾁ チームエス 2:13:10

161 6620 川上　一 ｶﾜｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 市民行動 2:13:16

162 6651 奥山　勝典 ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ むらずみ経営 2:13:59

163 6649 北越　政則 ｷﾀｺｼ ﾏｻﾉﾘ 伊達市 2:14:00

164 6809 渡邉 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 日本ヒューム株式会社 2:14:23

165 6770 戸松 裕泰 ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾔｽ オフィスＡ 2:14:27

166 6735 岡田 建治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 室蘭岡田税理士事務所 2:14:47

167 6635 池田　進 ｲｹﾀﾞ ｽｽﾑ 啓北中１期生 2:15:21

168 6604 佐々木　俊一 ｻｻｷ ｼｭﾝｲﾁ 緑ガメ 2:15:23

169 6648 時田　謙 ﾄｷﾀ ｹﾝ 苫小牧市 2:15:38

170 6780 野村 芳光 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 苫小牧市 2:16:54

171 6673 水口 昌仁 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 千歳ＭＣクラブ 2:17:03

172 6676 金山 和久 ｶﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ カタツムリ 2:18:32

173 6813 橋本　竜彦 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ チームたおる 2:19:02

174 6610 岩本　任功 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 2:19:30

175 6650 尾形　正東 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾊﾙ 尾形歯科医院 2:19:41

176 6654 大瀧　雅利 ｵｵﾀｷ ﾏｻﾄｼ 札幌市 2:19:51

177 6699 三浦 智道 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾐﾁ 北海道日興電気通信 2:23:06

178 6751 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 苫小牧市 2:23:16

179 6732 冨永 義和 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県 2:23:45

180 6806 中島 広基 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 苫小牧工業高等専門学校 2:24:53

181 6653 立浪　修次 ﾀﾁﾅﾐ ｼｭｳｼﾞ 安平町 2:29:03

182 6623 渡部　則夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 恵庭市 2:29:59

183 6609 菊地　学 ｷｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 2:30:17

184 6797 唐牛 敏晴 ｶﾗｳｼ ﾄｼﾊﾙ 室蘭環境 2:32:46

185 6743 髙橋 政嗣 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾂｸﾞ ホクレンくみあい飼料 2:33:15

186 6718 長山 健寿 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞｭ 登別市 2:38:37
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