
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
Ｎ男子中学～20歳代 ハーフ

1 6070 畑中 大志 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 北極星ＡＣ 1:13:57

2 6029 大内 龍也 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾔ 苫小牧市 1:17:38

3 6079 丸岡 真輝 ﾏﾙｵｶ ﾏｻｷ 室蘭地方陸協 1:18:43

4 6053 鈴木 一馬 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 函館走ろう会 1:18:56

5 6069 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 室蘭入江ＲＣ 1:19:14

6 6064 中島 大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 1:20:48

7 6047 清水 健太 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 1:25:37

8 6041 佐々木 誠人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 上富良野町 1:25:51

9 6043 佐藤 健樹 ｻﾄｳ ﾀﾃｷ 旭川市 1:25:51

10 6022 石川 嵩 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ はれるんランド 1:26:42

11 6067 成田 智哉 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾔ 苫小牧市 1:27:07

12 6046 島津 直敬 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵｶｶ 追分高校 1:27:27

13 6052 菅 真伸 ｽｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 市立函館高校陸上部ＯＢ 1:29:23

14 6061 富田 旭 ﾄﾐﾀ ｱｻﾋ 札幌市 1:30:39

15 6019 飯山 良光 ｲｲﾔﾏ ﾖｼﾐﾂ 苫小牧市 1:31:17

16 6092 力田 拓磨 ﾘｷﾀ ﾀｸﾏ 倶知安町役場 1:32:35

17 6040 小林 卓也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ ＮＷＡＣ 1:32:36

18 6060 得字 佑亜 ﾄｸｼﾞ ﾕｳｱ 苫小牧市 1:33:17

19 6045 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ トヨタ北海道ＲＣ 1:34:10

20 6074 藤本 隆嗣 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾓﾘﾂｸﾞ 七福神 1:34:58

21 6055 高玉 浩平 ﾀｶﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ 北海道丸一鋼管 1:35:05

22 6036 木瀬 拓也 ｷｾ ﾀｸﾔ 札幌市 1:36:55

23 6058 土田 柊平 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 錦岡キャンピングクラブ 1:37:37

24 6031 岡本 玄 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ ＮＲＣ 1:38:15

25 6023 石川 広明 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 紋別人 1:38:21

26 6030 大川 拓海 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾐ 室蘭市 1:38:36

27 6044 佐藤 勇士 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 苫小牧市立病院 1:39:27

28 6081 水谷 亙妥 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 1:40:54

29 6073 福山 諒一 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 東京理科大学 1:41:00

30 6011 久保尻　喜也 ｸﾎﾞｼﾞﾘ ﾕｷﾔ ＮＯＰ４８ 1:41:01

31 6072 福島 洋太 ﾌｸｼﾏ ﾖｳﾀ 東京理科大学 1:42:15

32 6077 堀川 隼 ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝ 安平町 1:43:43

33 6065 中村 将裕 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ すすきの風来坊 1:43:59

34 6049 白幡 亮平 ｼﾗﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ チームエス 1:44:31

35 6025 岩寺 尚 ｲﾜﾃﾞﾗ ﾅｵ 苫小牧市 1:45:04

36 6028 榎本 拓真 ｴﾉﾓﾄ ﾀｸﾏ 千歳市 1:45:45

37 6088 山本 真瑠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾙﾄ 東京理科大学 1:45:50

38 6080 三浦 一将 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ 王子製紙 1:46:13

39 6001 加藤　希望 ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 苫小牧西高校 1:46:17

40 6063 長岡 隼世 ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾔｾ 七福神 1:47:23

41 6012 今　丈朗 ｺﾝ ﾀｹｱｷ ＮＯＰ４８ 1:47:37

42 6020 五十嵐 圭佑 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｽｹ 札幌市 1:48:58

43 6068 額賀 滉矢 ﾇｶｶﾞ ｺｳﾔ 東京理科大 1:49:23

44 6033 金澤 豊世 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾖｾ 登別市 1:49:31

45 6051 新堂 隼矢 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 北翔会 1:49:57

46 6085 山家 和也 ﾔﾏｶ ｶｽﾞﾔ 厚真町 1:50:00

47 6007 横田　貴大 ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京理科大学 1:51:41

48 6002 八木　堅三 ﾔｷﾞ ｹﾝｿﾞｳ 苫小牧東高校 1:52:11

49 6032 柏木 達貴 ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾂｷ 長万部町 1:52:35

50 6083 村上 徹朗 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂﾛｳ 苫小牧市 1:53:34

2018年7月25日 1/2 ページTimed by　アイサム



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
Ｎ男子中学～20歳代 ハーフ

51 6024 磯貝 遼太 ｲｿｶﾞｲ ﾘｮｳﾀ 苫小牧市 1:53:42

52 6039 小口 友佳 ｺｸﾞﾁ ﾄﾓﾖｼ 苫小牧市役所 1:53:44

53 6035 河村 章弘 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 苫東石油備蓄 1:55:12

54 6009 若山　駿 ﾜｶﾔﾏ ｼｭﾝ ホリデイＳＣ苫小牧 1:56:29

55 6034 金田 知記 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 苫小牧市 1:57:09

56 6010 森　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 北海道石油共同備蓄株式会社 2:01:19

57 6076 古川 敬大 ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾀ とましん 2:03:00

58 6071 林 大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 東京理科大学 2:03:05

59 6089 湯浅 優 ﾕｱｻ ﾕｳ 七福神 2:03:31

60 6082 宮田 英範 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千歳市 2:03:32

61 6087 山根 健吾 ﾔﾏﾈ ｹﾝｺﾞ 苫小牧市 2:03:38

62 6090 湯浅 健市 ﾕﾜｻ ｹﾝｲﾁ とましん 2:03:47

63 6066 奈良 恭兵 ﾅﾗ ｷｮｳﾍｲ 苫小牧市 2:05:30

64 6004 小枝　昂平 ｺｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ チーム小枝 2:05:55

65 6027 宇野 文人 ｳﾉ ﾌﾐﾄ 札幌市 2:07:47

66 6084 森田 栄作 ﾓﾘﾀ ｴｲｻｸ 札幌市 2:08:46

67 6091 米内山 慶之 ﾖﾅｲﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 室蘭工業大学 2:09:59

68 6017 赤松 大成 ｱｶﾏﾂ ﾀｲｾｲ 東京理科大 2:10:26

69 6042 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 札幌光星高等学校 2:12:07

70 6026 上野 真毅 ｳｴﾉ ﾏｻｷ 錦岡キャンピングクラブ 2:14:49

71 6057 田原 陽介 ﾀﾊﾗ ﾖｳｽｹ 札幌市 2:16:21

72 6038 工藤 鉄也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 苫小牧市 2:16:52

73 6003 宮本　千載 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 苫小牧市 2:19:10

74 6048 白幡 幸人 ｼﾗﾊﾀ ﾕｷﾋﾄ 苫小牧市 2:20:06

75 6086 山口 勝太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 苫東石油備蓄 2:20:45

76 6062 中井 琢也 ﾅｶｲ ﾀｸﾔ （株）たくぼー 2:22:20

77 6059 照井 健太 ﾃﾙｲ ｹﾝﾀ 苫小牧市 2:22:27

78 6005 西舘　裕樹 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾕｳｷ チーム小枝 2:25:18

79 6056 高本 翔太 ﾀｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 日本製紙ＲＣ 2:26:42

80 6006 森　隼人 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ チーム小枝 2:27:49

81 6018 阿部 成俊 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ とましん 2:27:52

82 6014 伊勢谷　朋生 ｲｾﾔ ﾎｳｾｲ さわやかランニングクラブ 2:36:56

2018年7月25日 2/2 ページTimed by　アイサム


