
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
Ｊ男子30～40歳代 10Km

1 4267 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ いすゞエンジン製造北海道 0:33:48

2 4253 川端 峰由紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 0:34:49

3 4224 和田　正樹 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ マイペース 0:35:21

4 4214 中南　智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 札幌市役所 0:35:30

5 4286 長澤 宏昭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 0:35:56

6 4301 山崎 誠司 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ トヨタ北海道ＲＣ 0:36:16

7 4207 北村　陽介 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ トヨタ北海道 0:36:47

8 4220 佐藤　力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ ＳＷＡＣ 0:38:29

9 4287 中野 大輔 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 王子総合病院 0:39:52

10 4258 後藤 元樹 ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ トヨタ自動車北海道 0:40:55

11 4285 中市 翔 ﾅｶｲﾁ ｼｮｳ 登別市 0:41:14

12 4239 植木 将史 ｳｴｷ ﾏｻｼ 札幌市 0:41:27

13 4236 稲部 満 ｲﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ チームＨＭＫ 0:41:41

14 4303 山下 良太 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾀ 苫小牧市 0:41:58

15 4283 遠山 康平 ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 苫小牧日翔病院 0:42:25

16 4222 土橋　学 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 大東開発 0:42:33

17 4295 藤本 大介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 七飯町 0:42:59

18 4232 井口 直人 ｲｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 伊達市 0:43:09

19 4261 小橋 正美 ｺﾊﾞｼ ﾏｻﾐ 兵庫須磨平 0:43:45

20 4247 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 新冠町 0:43:49

21 4273 仙波 健一 ｾﾝﾊﾞ ｹﾝｲﾁ アスパラ農家 0:44:06

22 4262 齋藤 博顕 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 一八会陸上班 0:44:11

23 4209 小松　修作 ｺﾏﾂ ｼｭｳｻｸ 苫小牧スピードスケート連合少年団 0:45:07

24 4270 菅原 朋彦 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 0:45:08

25 4299 八木 理 ﾔｷﾞ ｵｻﾑ グラビティ　ヘア 0:45:17

26 4230 阿部 智哉 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔ ニチベイＲＣ 0:45:24

27 4307 横町 考洋 ﾖｺﾏﾁ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 0:46:39

28 4278 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 道南硝子 0:46:42

29 4308 横町 暢洋 ﾖｺﾏﾁ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 0:46:44

30 4225 白川　正二 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 北海道石油共同備蓄株式会社 0:47:16

31 4300 安川 敦高 ﾔｽｶﾜ ｱﾂﾀｶ 札幌市 0:48:01

32 4252 加納 正臣 ｶﾉｳ ﾏｻｵﾐ 加納美容室 0:48:02

33 4289 中村 剛志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 苫小牧ケミカル 0:48:25

34 4266 佐藤 悠 ｻﾄｳ ﾕｳ 苫小牧市 0:48:28

35 4203 萬　弘光 ﾖﾛｽﾞ　ﾋﾛﾐﾂ 苫小牧市 0:48:34

36 4279 髙松 悟 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 日本製紙ＲＣ 0:48:47

37 4238 岩崎 道理 ｲﾜｻｷ ﾐﾁﾉﾘ 苫小牧市 0:48:51

38 4259 後藤 応謙 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 苫小牧市 0:48:54

39 4210 若園　清志 ﾜｶｿﾉ ｷﾖｼ 苫小牧市 0:49:15

40 4312 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 苫東石油備蓄 0:49:39

41 4212 斉藤　龍司 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 株式会社田上組 0:49:47

42 4250 加藤 信彦 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 苫小牧市 0:49:55

43 4246 岡村 健作 ｵｶﾑﾗ ｹﾝｻｸ 苫小牧市 0:49:56

44 4297 水見 秀紀 ﾐｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 尚志館ＪＵＤＯ 0:50:30

45 4311 吉田 理 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 苫小牧市 0:50:52

46 4208 上村　和敏 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 苫小牧スピードスケート連合少年団 0:50:52

47 4229 大滝　龍司 ｵｵﾀｷ ﾘｭｳｼﾞ 苫小牧市 0:51:08

48 4271 鈴木 優 ｽｽﾞｷ ﾕｳ ＮＲＣ 0:51:14

49 4263 佐々木 学 ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 苫小牧市 0:51:15

50 4202 石郷岡　剛 ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾂﾖｼ 苫小牧市 0:51:25
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51 4291 成田 和希 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞｷ 苫小牧市 0:51:28

52 4276 鷹井 大介 ﾀｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 月寒東走ろう会 0:51:56

53 4216 東海林　孟 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹｼ ホリディＳＣ苫小牧 0:52:24

54 4296 松倉 正幸 ﾏﾂｸﾗ ﾏｻﾕｷ 苫小牧市 0:52:30

55 4254 桔梗原 淳 ｷｷｮｳﾊﾗ ｱﾂｼ 室ＲＵＮ’Ｚ 0:52:51

56 4255 北澤 憲一 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 大東開発 0:53:19

57 4218 田谷　成之 ﾀﾔ ｼｹﾞﾕｷ 苫小牧市 0:53:38

58 4315 渡部 敏広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ たかさき法律事務所 0:53:59

59 4264 笹浪 苗 ｻｻﾅﾐ ﾅｴ 札幌市 0:54:27

60 4235 伊藤 幸宏 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 苫小牧市 0:55:16

61 4227 山口　泰史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ 苫小牧市 0:55:25

62 4244 大屋 秀之 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口工業所 0:55:30

63 4217 奥村　賢一 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 苫小牧市 0:55:38

64 4240 江川 禎浩 ｴｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ とりやんＲＣ 0:55:46

65 4205 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ ＧＲＡＣＥ 0:56:37

66 4306 横関 一宏 ﾖｺｾﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 栗林商会 0:57:05

67 4204 池田　英史 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＣＶＴＥＣ 0:57:14

68 4290 中安 立洋 ﾅｶﾔｽ ﾀﾂﾋﾛ センター前ヒット 0:57:20

69 4243 大野 卓哉 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ チームえせさん 0:57:25

70 4309 横山 典明 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 苫小牧市 0:57:46

71 4265 佐藤 広幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 函館市 0:58:03

72 4251 金森 敏英 ｶﾅﾓﾘ ﾄｼﾋﾃﾞ 医療法人社団かなもり歯科医院 0:58:03

73 4234 石川 英樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ＴＥＡＭ凡頭 0:58:23

74 4211 武田　大 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲ 苫小牧市 0:58:28

75 4241 大田 康裕 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 大ちゃんズ 0:58:30

76 4314 渡部 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ ＮＲＣ 0:58:43

77 4282 寺西 建太郎 ﾃﾗﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 苫小牧市 0:59:01

78 4302 山下 順也 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 苫小牧市 0:59:17

79 4245 大山 憲一 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 苫小牧市 0:59:18

80 4281 筒井 悠 ﾂﾂｲ ﾕｳ 札幌市 0:59:36

81 4304 山中 博文 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 陸上自衛隊 1:00:03

82 4231 阿部 友幸 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ ｔｅｃｈｎｏｓ 1:00:04

83 4284 豊嶋 和宏 ﾄﾖｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 苫小牧市社協 1:00:57

84 4313 吉田 真盛 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 札幌市 1:01:04

85 4226 三浦　忠 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 北海道石油共同備蓄株式会社 1:01:18

86 4268 佐藤 洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 音更町 1:01:27

87 4294 弘中 篤志 ﾋﾛﾅｶ ｱﾂｼ 苫小牧市 1:01:47

88 4219 山本　洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 札幌市 1:02:55

89 4256 熊谷 渉 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ とりやん 1:03:09

90 4298 宮腰 英樹 ﾐﾔｺｼ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 1:03:17

91 4242 大竹 豪 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ とましん 1:03:21

92 4257 兒玉 英之 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 伊達緑丘高等学校 1:03:43

93 4221 上野　健一 ｳｴﾉ ｹﾝｲﾁ ＧｒｉｎｇｒｉｎＧ　ｈａｉｒ 1:03:47

94 4206 本田　竜一 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 苫重建設（株） 1:04:39

95 4293 平野 忠則 ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ 苫小牧市 1:05:06

96 4288 中野 智昭 ﾅｶﾉ ﾄﾓｱｷ 苫小牧市 1:06:29

97 4248 笠山 雅史 ｶｻﾔﾏ ﾏｻｼ 苫小牧東病院 1:06:49

98 4223 齋藤　潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 札幌市 1:06:56

99 4233 石井 丈仁 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾄ チームはるりく 1:07:24

100 4237 岩崎 大宣 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 北海運輸 1:08:13
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101 4215 堀内　譲 ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞﾙ 植苗戦隊ジョギンガー 1:09:12

102 4280 田中 貴幸 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 苫小牧市 1:09:22

103 4228 野村　哲也 ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ 苫小牧工業高校 1:09:32

104 4292 花岡 周平 ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾍｲ 苫小牧市 1:10:06

105 4249 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 歌志内市 1:10:37

106 4201 田村　洋平 ﾀﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ホワイトラビッツ 1:13:08

107 4310 吉井 康人 ﾖｼｲ ﾔｽﾋﾄ フジトランスコーポレーション 1:19:54

108 4269 白石 将康 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔｽ ＭＭＳ 1:28:27
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