
第34回 とまこまいマラソン大会 2017/10/08

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ
Ｉ男子中学～20歳代 10Km

1 4001 髙橋　佑麻 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 麻生むつみ保育園 0:40:38

2 4076 横山 魁璃 ﾖｺﾔﾏ ｶｲﾘ 啓北中学校 0:42:22

3 4007 草場　大地 ｸｻﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 苫小牧市 0:42:56

4 4078 吉田 卓己 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 入船ヤード 0:43:00

5 4046 高橋 大智 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 北都中 0:43:41

6 4075 八代 裕基 ﾔｼﾛ ﾕｳｷ とましん 0:44:01

7 4026 加藤 里熙丸 ｶﾄｳ ﾘｷﾏﾙ 尚志館ＪＵＤＯ 0:44:08

8 4011 河原　智也 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾔ スリージェネレーションズ 0:44:13

9 4004 上村　大志 ｳｴﾑﾗ ﾀｲｼ 苫小牧スピードスケート連合少年団 0:44:14

10 4068 松苗 勇一 ﾏﾂﾅｴ ﾕｳｲﾁ ＨＯＰＥ 0:44:17

11 4010 和田　正慈 ﾜﾀﾞ　ﾏｻｼﾞ 開成中学校 0:44:32

12 4058 中安 琉翔 ﾅｶﾔｽ ﾘｭｳﾄ センター前ヒット 0:44:56

13 4042 菅原 葵 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ 啓北中 0:45:36

14 4060 沼崎 啓佑 ﾇﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ ＨＯＰＥ 0:46:02

15 4045 関谷 翔 ｾｷﾔ ｼｮｳ 苫小牧市 0:47:16

16 4056 中野 把玖 ﾅｶﾉ ﾊｸ 苫小牧市 0:48:27

17 4027 金子 竜太郎 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾛｳ とましん 0:48:30

18 4040 柴田 健太郎 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 苫東石油備蓄 0:48:38

19 4057 中村 渉吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 北海道電気保安協会 0:48:40

20 4019 石橋 佑太 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾀ とましん 0:48:40

21 4024 大森 銀治 ｵｵﾓﾘ ｷﾞﾝｼﾞ 王子総合病院 0:48:45

22 4031 後藤 泰城 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 啓北中 0:49:07

23 4033 近藤 優人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 苫小牧市 0:49:18

24 4017 石田 章悟 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 苫小牧市 0:49:25

25 4052 竹内 亮治 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｼﾞ 安平町 0:49:28

26 4063 一二三 啓太 ﾋﾌﾐ ｹｲﾀ 苫東石油備蓄 0:49:31

27 4005 蔵重　虎太郎 ｸﾗｼｹﾞ ｺﾀﾛｳ 苫小牧スピードスケート連合少年団 0:49:52

28 4020 伊東 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 0:50:10

29 4028 壁 啓介 ｶﾍﾞ ｹｲｽｹ 北海道電気保安協会 0:50:29

30 4048 高橋 優輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ とましん 0:51:23

31 4015 荒井 大知 ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 苫小牧市 0:52:15

32 4050 瀧澤 樹 ﾀｷｻﾞﾜ ｲﾂｷ 苫東石油備蓄 0:52:20

33 4003 深薮　省 ﾌｶﾔﾌﾞ ｼｮｳ 苫小牧市 0:52:36

34 4070 三船 修 ﾐﾌﾈ ｵｻﾑ とましん 0:52:48

35 4053 竹田 悠作 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｻｸ とましん 0:53:02

36 4041 菅野 雄貴 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｷ とましん 0:53:03

37 4064 藤田 和弥 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 0:53:29

38 4030 倉見 豪人 ｸﾗﾐ ﾀｹﾄ 苫小牧市 0:54:13

39 4002 中澤　拓真 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾏ トドック苫小牧センター 0:54:18

40 4065 星 優弥 ﾎｼ ﾕｳﾔ とましん 0:54:28

41 4074 森永 晴大 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙﾋﾛ 札幌市 0:54:30

42 4006 濱野　巧 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾐ 北海道千歳北陽高等学校 0:54:34

43 4073 森岡 泰斗 ﾓﾘｵｶ ﾀｲﾄ 江別市 0:55:30

44 4032 小林 拓磨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ とましん 0:56:15

45 4025 小倉 祐介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ とましん 0:56:47

46 4037 佐々木 泰輔 ｻｻｷ ﾀｲｽｹ 苫小牧市 0:56:48

47 4059 中山 飛来 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗｲ 苫東石油備蓄 0:56:49

48 4035 咲間 大樹 ｻｸﾏ ﾋﾛｷ とましん 0:57:00

49 4014 芦谷 聡史 ｱｼﾔ ｻﾄｼ 苫東石油備蓄 0:57:09

50 4012 尾矢　直人 ｵﾔ ﾅｵﾄ 苫小牧市 0:57:13
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51 4016 安藤 優太 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 苫東石油備蓄 0:57:28

52 4043 杉原 大 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾙ 啓北中 0:57:38

53 4079 渡邉 翔平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 苫小牧市 0:58:04

54 4021 伊東 大騎 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 苫小牧市 0:58:24

55 4072 森 信行 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ はれるんランド 0:58:57

56 4077 吉岡 和輝 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｷ 苫小牧市 0:59:43

57 4054 武田 力 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 苫小牧市 0:59:48

58 4029 木立 悟 ｷﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 苫東石油備蓄 0:59:49

59 4071 村 翔太 ﾑﾗ ｼｮｳﾀ とましん 1:00:04

60 4051 滝田 大輔 ﾀｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ とましん 1:00:05

61 4049 高橋 玲雄 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 苫東石油備蓄 1:00:49

62 4069 三上 瞬 ﾐｶﾐ ｼｭﾝ 苫東石油備蓄 1:01:03

63 4034 齋藤 睦月 ｻｲﾄｳ ﾑﾂｷ 埼玉県 1:03:08

64 4066 本間 大地 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ とましん 1:03:36

65 4047 高橋 達 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ とましん 1:03:36

66 4022 井上 智博 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ とましん 1:03:52

67 4044 杉本 隆成 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ とましん 1:04:06

68 4009 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ ホーチャンＡＣ 1:05:07

69 4067 松田 直大 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 苫小牧市 1:05:45

70 4061 野崎 弘隆 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 石狩市 1:07:14

71 4023 大江 洋 ｵｵｴ ﾖｳ 苫小牧市 1:07:44

72 4038 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 苫東石油備蓄 1:10:58

2018年7月25日 2/2 ページTimed by　アイサム


