
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
Ｏ男子30～40歳代 ハーフ

1 6422 内藤 宏志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ トヨタ北海道 1:15:16

2 6343 坂本 康佳 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 作・ＡＣ北海道 1:15:51

3 6378 須田 裕樹 ｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 入江ＲＣ 1:17:14

4 6436 鍋城 邦一 ﾅﾍﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ むかわ町 1:17:47

5 6539 林崎 洋太 ﾘﾝｻﾞｷ ﾖｳﾀ 苫小牧気分は走会 1:18:33

6 6483 古畑 孝 ﾌﾙﾊﾀ ﾀｶｼ 作ドットラン 1:19:33

7 6478 藤嶋 豪 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼ ちばりよ～ＲＣ 1:20:55

8 6543 渡邊 啓人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ トヨタ北海道 1:20:57

9 6457 長谷川 夏樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 北海道新聞 1:20:58

10 6261 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ トヨタ北海道 1:21:04

11 6505 村田 和陽 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 平取小学校 1:21:33

12 6508 本木 央 ﾓﾄｷ ﾋｻｼ 室蘭市 1:21:43

13 6218 上田　英典 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 北広島市 1:21:44

14 6415 出口 裕介 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 岩見沢市 1:22:24

15 6532 横山 真一郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 横山ファスニング 1:23:37

16 6486 細川 征宏 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 旭川市 1:23:45

17 6358 佐藤 雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 孤高のおじさんアスリートクラブ 1:23:52

18 6437 成田 東聡 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 苫小牧市 1:23:52

19 6348 佐々木 徹人 ｻｻｷ ﾃﾂﾋﾄ トヨタ自動車北海道！ 1:24:11

20 6535 吉田 篤 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ ＴＥＡＭＲ＆Ｔ 1:24:16

21 6384 高木 満祐 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ ラガーマン 1:24:26

22 6432 中村 正範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ トヨタ北海道 1:24:45

23 6332 小林 展大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 小樽市立病院 1:24:57

24 6406 千葉 融 ﾁﾊﾞ ﾄｵﾙ 室蘭入江ＲＣ 1:25:33

25 6401 田中 浩良 ﾀﾅｶ ｶﾂﾖｼ にじいろ 1:25:47

26 6424 中澤 文彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 苫小牧市 1:26:02

27 6221 林　茂 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾙ 札幌市 1:26:22

28 6206 鈴木　智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 日高富川ＲＣ 1:26:23

29 6359 佐野 雄一 ｻﾉ ﾕｳｲﾁ ２ＢＦ 1:26:24

30 6482 布田 裕介 ﾌﾀﾞ ﾕｳｽｹ 札幌市 1:26:31

31 6476 藤井 正太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 札幌市 1:26:55

32 6383 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌西円山病院 1:26:58

33 6409 辻 雄二郎 ﾂｼﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 室蘭市 1:27:07

34 6373 鈴木 慎一郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 植苗戦隊ジョギンガー 1:27:36

35 6314 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ 札幌スポーツ館ＲＣ 1:27:59

36 6391 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 地下鉄駅員 1:28:01

37 6301 葛西 紀行 ｶｻｲ ﾉﾘﾕｷ 北海道中央バス 1:28:24

38 6227 村上　大 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ ＳＭＡＲＴ 1:28:28

39 6465 原田 仁 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾄｼ 王子製紙ＡＣ 1:28:34

40 6294 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ 洞爺協会病院 1:29:01

41 6496 三上 健太 ﾐｶﾐ ｹﾝﾀ 苫東石油備蓄 1:29:08

42 6336 近藤 昌平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 岩見沢市 1:29:24

43 6367 白戸 宏明 ｼﾗﾄ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 1:29:48

44 6467 東原 光亮 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳｽｹ 苫小牧市 1:29:59

45 6523 山根 健太郎 ﾔﾏﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 苫小牧市 1:30:16

46 6440 仁尾 一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 出光北海道ＲＣ 1:30:32

47 6264 一宮 宏樹 ｲﾁﾐﾔ ﾋﾛｷ ＯＡＲ 1:30:34

48 6491 舛田 格 ﾏｽﾀﾞ ｲﾀﾙ ＡＳＥ 1:30:48

49 6477 藤澤 康聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽｱｷ 藤澤クリニック 1:30:56

50 6293 小田 直人 ｵﾀﾞ ﾅｵﾄ マルスの漢 1:31:25
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51 6372 鈴木 功人 ｽｽﾞｷ ｲｻﾄ みゆあＲＡＣ 1:31:33

52 6324 栗原 肇 ｸﾘﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ やまなかＲＣ 1:31:41

53 6337 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ こうほう 1:31:52

54 6425 中島 幹根 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷﾈ 苫小牧気分走会 1:31:56

55 6527 山本 英治 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 苫小牧市 1:32:08

56 6273 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 苫小牧市 1:32:16

57 6266 伊藤 千宜 ｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 札幌市 1:32:30

58 6469 樋口 正則 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 札幌市 1:32:33

59 6355 佐藤 利昭 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ ホクレン 1:32:48

60 6382 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ チーム緑ガメ 1:33:04

61 6333 小松 宣彦 ｺﾏﾂ ﾉﾌﾞﾋｺ 旭川市 1:33:08

62 6459 花田 啓祐 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 安平町立遠浅小 1:33:27

63 6396 高樋 洋三 ﾀｶﾋ ﾖｳｿﾞｳ 室蘭市 1:33:38

64 6536 吉田 陽彦 ﾖｼﾀ ﾊﾙﾋｺ 札幌市 1:34:01

65 6529 山本 洋平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 小樽協会病院 1:34:13

66 6512 矢崎 勇 ﾔｻﾞｷ ｲｻﾑ 旭北３９ＲＣ 1:34:13

67 6210 川西　悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 札幌市 1:34:16

68 6449 野口 佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 苫小牧市 1:34:27

69 6410 対馬 悠太 ﾂｼﾏ ﾕｳﾀ ＲＯＣＫＩＮＪＥＣＴＩＯＮ 1:34:45

70 6323 熊谷 俊英 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾋﾃﾞ チーム金太郎 1:34:57

71 6240 山本　匠悟 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ さわやかランニングクラブ 1:35:39

72 6494 三浦 崇 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 苫小牧市 1:35:47

73 6282 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ ＪＣＨＯ北海道病院 1:35:56

74 6541 和田 純 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ケアライフ王子 1:36:10

75 6385 高階 永哲 ﾀｶｼﾅ ﾅｶﾞﾉﾘ 琉小走り部 1:36:13

76 6412 土田 明 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 1:36:19

77 6356 佐藤 博昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:36:39

78 6433 中元 一博 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ＨＢＡ 1:36:43

79 6493 松岡 泰樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 王子製紙ＡＣ 1:37:07

80 6497 美口 道州 ﾐｸﾞﾁ ﾄﾞｳｼｭｳ ホッコウ物流 1:37:13

81 6280 大河内 亮 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳ 北広島市 1:37:24

82 6304 加藤 豊三 ｶﾄｳ ﾄﾖｿﾞｳ とよぞーくらぶ 1:37:27

83 6214 横山　知之 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 新冠レコードＲＣ 1:37:27

84 6236 加藤　歓昭 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ かとう家代表 1:37:33

85 6341 坂木 真吾 ｻｶｷ ｼﾝｺﾞ トヨタ自動車北海道 1:37:34

86 6468 樋口 雅昌 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｱｷ ＤＣＭ 1:37:41

87 6403 田中 誠大 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ ダリー 1:37:54

88 6366 白岩 聖啓 ｼﾗｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 苫小牧市 1:37:54

89 6498 三倉 照一 ﾐｸﾗ ﾃﾙｶｽﾞ 株式会社サン技建 1:37:58

90 6522 山田 祥吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千歳酔いどれ 1:38:02

91 6487 堀口 貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ ＮＲＣ 1:38:17

92 6321 久保田 真介 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｽｹ 札幌市 1:38:39

93 6405 田原 隆行 ﾀﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 田原牧場 1:38:48

94 6247 秋山 高徳 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 小樽ボートクラブ 1:38:52

95 6392 高橋 耐 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 千歳市 1:39:08

96 6515 山岸 大祐 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ こまちんと倦怠期。すれ違う二人 1:39:14

97 6255 安藤 慎吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 帯広市 1:39:51

98 6217 髙岡　裕樹 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｷ 優至会 1:39:53

99 6376 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 胆振総合振興局 1:39:58

100 6269 今富 謙治 ｲﾏﾄﾐ ｹﾝｼﾞ 苫小牧市 1:40:04
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101 6325 小石 拓也 ｺｲｼ ﾀｸﾔ 北海道通運 1:40:15

102 6397 高村 克徳 ﾀｶﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 札幌市 1:40:17

103 6404 谷野 修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 日新化学研究所 1:41:02

104 6260 和泉 正善 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖｼ 札幌市 1:41:17

105 6368 陣内 慎也 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｼﾝﾔ 北海道森林管理局 1:41:25

106 6538 吉村 隆志 ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｼ 苫小牧市役所 1:41:38

107 6263 一ノ瀬 悠之 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾕｷ 千歳酔いどれＲＣ 1:41:39

108 6431 中村 孝徳 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 宮の森 1:41:57

109 6414 鶴岡 一洋 ﾂﾙｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 北海道リース 1:42:06

110 6427 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 千歳市 1:42:15

111 6471 平野 友善 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ 埼玉県 1:42:17

112 6303 加藤 俊秀 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 苫小牧市 1:42:27

113 6472 廣田 岳 ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ ナラサキスタックスＡＣ 1:42:42

114 6357 佐藤 裕次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 苫東石油備蓄 1:43:11

115 6302 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ サムコ 1:43:12

116 6499 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 苫小牧市立和光中学校　事務職員 1:43:15

117 6316 草野 仁 ｸｻﾉ ﾋﾄｼ ファイターズ　ボランティア 1:43:19

118 6276 海老澤 洋平 ｴﾋﾞｻﾜ ﾖｳﾍｲ 日本製紙ＲＣ 1:43:25

119 6257 池田 克美 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 札幌市 1:43:32

120 6510 森下 茂明 ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞｱｷ 苫小牧市 1:43:46

121 6456 橋本 和季 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 何とか頑張れ走 1:43:53

122 6204 堤　英毅 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市 1:43:58

123 6434 中山 昌紀 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 苫小牧市 1:43:58

124 6271 上田 剛 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 北広島市 1:44:01

125 6481 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ トヨタ北海道 1:44:08

126 6533 吉井 孝光 ﾖｼｲ ﾀｶﾐﾂ 栗山町 1:44:12

127 6252 阿部 喜憲 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ ＮＯＰ４８ 1:44:18

128 6287 岡田 耕造 ｵｶﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ＨＡＣ 1:44:29

129 6441 西川 悠介 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 苫小牧市 1:44:45

130 6202 熊原　清隆 ｸﾏﾊﾗ ｷﾖﾀｶ ホリデイＳＣ苫小牧 1:44:52

131 6450 野澤 貴史 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ 札幌市 1:45:10

132 6394 高橋 勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 苫小牧市 1:45:16

133 6233 三浦　浩明 ﾐｳﾗ ﾋﾛｱｷ 苫小牧市 1:45:27

134 6542 和田 賢 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 薬師颯走会 1:45:46

135 6518 山越 純 ﾔﾏｺｼ ｼﾞｭﾝ わらく堂 1:45:52

136 6241 遠山　純章 ﾄｵﾔﾏ ｽﾐｱｷ さわやかランニングクラブ 1:45:53

137 6309 神原 篤 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 膝ボルト 1:46:04

138 6228 亀谷　学 ｶﾒﾔ ﾏﾅﾌﾞ 苫小牧市 1:46:07

139 6513 矢崎 敬和 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ イブリジニー 1:46:20

140 6351 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ チーム娘が三人 1:46:27

141 6479 藤田 一巳 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 王子製紙ＡＣ 1:46:45

142 6258 石浦 真樹 ｲｼｳﾗ ﾏｻｷ 地下鉄駅員走友会 1:46:52

143 6393 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 1:46:53

144 6435 那須 祐介 ﾅｽ ﾕｳｽｹ 共立運輸 1:47:03

145 6421 富岡 直基 ﾄﾐｵｶ ﾅｵｷ 函館市 1:47:06

146 6215 宇梶　徳史 ｳｶｼﾞ ﾉﾘﾌﾐ 熊本県 1:47:06

147 6516 山口 秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 製鉄記念室蘭病院 1:47:09

148 6335 紺世 知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 苫小牧市 1:47:18

149 6426 中野 智博 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 小笠原記念札幌病院 1:47:21

150 6312 北村 歩 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 苫小牧市 1:47:22
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151 6339 齋藤 好一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 個人 1:47:39

152 6462 林 直司 ﾊﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ 北の華 1:47:59

153 6490 前田 直人 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 七福神 1:48:24

154 6446 西村 晋一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 佐賀激爽会 1:48:33

155 6249 吾妻 育弥 ｱﾂﾞﾏ ｲｸﾔ 帯広市 1:48:43

156 6226 池田　健二 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 石狩市 1:49:02

157 6251 安部 直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ 登別市教育委員会 1:49:14

158 6416 寺田 拓海 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ＮＯＭＵＺＯ 1:49:31

159 6506 村永 諒 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾘｮｳ ＫＪＲＣ 1:49:46

160 6503 向中野 智哉 ﾑｶｲﾅｶﾉ ﾄﾓﾔ 苫小牧市 1:50:03

161 6224 坪井　啓行 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 苫小牧市 1:50:14

162 6473 福岡 雄司 ﾌｸｵｶ ﾕｳｼﾞ チーム緑ガメ 1:50:31

163 6423 中尾 憲治 ﾅｶｵ ｹﾝｼﾞ ＯＺＩＸ 1:50:40

164 6232 大谷　嘉範 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ ＮＯＰ４８ 1:50:42

165 6400 高山 智之 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ナイトホーク 1:50:45

166 6455 橋村 卓矢 ﾊｼﾑﾗ ﾀｸﾔ トヨタ北海道 1:50:48

167 6317 櫛山 宏和 ｸｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ＣＮＮコンサ隊 1:50:51

168 6281 太田 克浩 ｵｵﾀ ｶﾂﾋﾛ 室蘭市 1:50:59

169 6488 堀田 貴志 ﾎﾘﾀ ﾀｶｼ 中山組ＲＣ 1:51:05

170 6461 濱野 文久 ﾊﾏﾉ ﾌﾐﾋｻ 北広島市 1:51:08

171 6418 戸井田 清 ﾄｲﾀﾞ ｷﾖｼ 札幌市 1:51:10

172 6546 渡邊 哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ チーム緑ガメ苫小牧ＲＣ 1:51:21

173 6429 中村 純輝 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 苫東石油備蓄 1:51:45

174 6231 平村　毅明 ﾋﾗﾑﾗ ﾀｹｱｷ ＮＯＰ４８ 1:51:58

175 6514 谷戸 進一 ﾔﾄ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1:52:04

176 6379 関根 淑夫 ｾｷﾈ ﾖｼｵ 札幌市 1:52:05

177 6470 平井 潤 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝ 登別市 1:52:22

178 6501 宮本 幸紀 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 苫小牧市 1:52:30

179 6311 北沢 将志 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ 札幌市 1:52:32

180 6225 西村　淳 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 苫小牧市 1:52:50

181 6298 小山田 享誌 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 登別市 1:52:53

182 6270 岩井 晃治 ｲﾜｲ ｺｳｼﾞ テット会 1:53:14

183 6502 向 雄大 ﾑｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 苫小牧市 1:53:20

184 6419 栃木 昭彦 ﾄﾁｷﾞ ｱｷﾋｺ 苫小牧緑ヶ丘病院 1:53:40

185 6387 高田 仁 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞﾝ 北海電工室蘭ＲＣ 1:53:51

186 6428 中村 公紀 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 神奈川県 1:53:52

187 6524 山村 隆文 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 苫小牧市 1:54:09

188 6528 山本 真悟 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 倶知安町役場 1:54:09

189 6438 南部 英則 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ テーオー・スポーツクラブ函館 1:54:18

190 6347 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ ＪＳＷ室蘭ＲＣ 1:54:23

191 6342 坂本 龍彦 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ Ｃａｒｒｏｔ 1:54:31

192 6413 津野 慶 ﾂﾉ ｹｲ 北海道新聞室蘭支社 1:54:41

193 6451 野戸 崇敬 ﾉﾄ ﾀｶﾋﾛ 登別市 1:55:20

194 6203 八木　康年 ﾔｷﾞ ﾔｽﾄｼ 苫小牧市 1:55:23

195 6537 吉田 祐輔 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 静岡県 1:55:29

196 6345 佐々木 薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ 苫小牧市 1:55:30

197 6349 佐々木 肇 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 浦河町 1:55:46

198 6220 松本　義孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 山本浄化興業㈱ 1:55:47

199 6279 黄倉 利昌 ｵｳｸﾗ ﾄｼﾏｻ 深川市 1:56:17

200 6346 佐々木 潤也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 苫小牧市 1:56:21
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201 6430 中村 信吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 札幌市 1:56:33

202 6289 岡本 泰輔 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 福岡県 1:56:35

203 6234 久保田　順司 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ とましん 1:56:40

204 6480 藤谷 清仁 ﾌｼﾞﾔ ｷﾖﾋﾄ 日本製紙ＲＣ 1:56:43

205 6407 千葉 智弘 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 苫小牧市 1:57:10

206 6285 大和田 洋司 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞ ＤＨ 1:57:12

207 6327 小関 克典 ｺｾｷ ｶﾂﾉﾘ 室蘭信用金庫 1:57:16

208 6399 髙山 和彦 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:57:30

209 6443 西澤 竜矢 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 泰次郎クラブ 1:57:35

210 6320 久保 大輔 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 北海道教育庁 1:57:55

211 6511 森本 賢史 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 石狩市 1:58:17

212 6454 野呂 清隆 ﾉﾛ ｷﾖﾀｶ 走れメタボマン 1:58:37

213 6353 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ ホリデイ 1:58:53

214 6237 山口　兼司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 苫小牧市 1:58:56

215 6306 河内 俊介 ｶﾜｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 苫小牧市役所 1:59:00

216 6284 近江谷 健 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾙ チーム健診受診安心 1:59:10

217 6259 泉 周一 ｲｽﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ メプスランニングクラブ 1:59:14

218 6265 伊藤 篤 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 頑張れコンサドーレ 1:59:20

219 6525 山村 亮太 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ノバルティス 1:59:30

220 6201 太田　健矢 ｵｵﾀ ｹﾝﾔ 苫小牧市 1:59:44

221 6245 赤塚 元軌 ｱｶﾂｶ ﾓﾄｷ 苫小牧高専 1:59:46

222 6463 原 光秀 ﾊﾗ ﾐﾂﾋﾃﾞ 小林舞台システム 1:59:58

223 6322 久保田 泰弘 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 苫小牧市 2:00:02

224 6267 伊藤 義浩 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 2:00:05

225 6489 本田 竜粛 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂｷﾖ 千歳酔いどれ 2:00:22

226 6460 濱 彰宏 ﾊﾏ ｱｷﾋﾛ 苫小牧日翔病院 2:00:41

227 6272 植松 弘光 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ うえまつカイロプラクティック 2:01:05

228 6417 土居 司 ﾄﾞｲ ﾂｶｻ 整体院　ケアラ 2:01:09

229 6246 秋田谷 昌晃 ｱｷﾀﾔ ﾏｻｱｷ みんなで出ようって言ったのに。あー 2:01:11

230 6248 浅野 直樹 ｱｻﾉ ﾅｵｷ アイメディック 2:01:26

231 6239 菊池　裕太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ さわやかランニングクラブ 2:01:27

232 6408 塚越 英二 ﾂｶｺﾞｼ ｴｲｼﾞ 北旺運輸株式会社 2:01:28

233 6352 佐藤 太亮 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小樽市 2:01:55

234 6388 高野 芳政 ﾀｶﾉ ﾖｼﾏｻ 札幌市 2:02:01

235 6362 渋谷 俊彦 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾋｺ 江別市 2:02:09

236 6308 菅野 孝貴 ｶﾝﾉ ｺｳｷ ダリー 2:02:30

237 6354 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 札幌市 2:02:32

238 6253 天野 亮治 ｱﾏﾉ ﾘｮｳｼﾞ チームたまねぎ 2:03:18

239 6211 加地　修二 ｶﾁ ｼｭｳｼﾞ 苫小牧市 2:04:15

240 6534 吉川 智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 釧路市 2:04:17

241 6222 片山　正義 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 協伸運輸 2:04:27

242 6453 野村 輝光 ﾉﾑﾗ ﾃﾙﾐﾂ ケイジー技研 2:05:00

243 6452 野々村 啓志 ﾉﾉﾑﾗ ﾋﾛｼ コーヨー日軸 2:05:03

244 6458 長谷川 匡則 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 日本通運 2:05:09

245 6230 大江　俊彰 苫小牧市 2:05:43

246 6517 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 長沼町 2:06:01

247 6244 青田 努 ｱｵﾀ ﾂﾄﾑ ＤＣＭ 2:06:04

248 6243 青木 宏憲 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾘ 伊達市 2:06:31

249 6268 井上 雄一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 札幌市 2:06:37

250 6295 尾西 允 ｵﾆｼ ﾏｻｼ チームＤ．藤井 2:06:38
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251 6475 福本 行孝 ﾌｸﾓﾄ ﾕｷﾀｶ 恵庭市 2:06:55

252 6540 和田 敬介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 札幌市 2:07:12

253 6300 角田 尚士 ｶｸﾀ ﾀｶﾋﾄ 苫ＲＵＮ翔 2:07:16

254 6389 高橋 一行 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ ししゃもくらぶ 2:08:12

255 6445 西村 修一 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ エナＲＣ 2:08:34

256 6305 加藤 宗理 ｶﾄｳ ﾑﾈﾀﾀﾞ 気象庁 2:08:58

257 6297 小畑 宣夫 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 札幌市 2:09:01

258 6519 山城 良洋 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾋﾛ ＭＯＫ 2:09:08

259 6338 齊藤 優介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 旭川市 2:09:15

260 6377 鈴木 秀久 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ ＵＫＣ 2:09:29

261 6223 池田　正道 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 苫小牧市 2:10:09

262 6360 澤井 義信 ｻﾜｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 七福神 2:10:24

263 6262 市川 誠 ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 東京理科大学 2:10:26

264 6212 宮島　智満 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾐﾂ 苫小牧市 2:10:30

265 6386 高田 翔平 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 琴似整骨院 2:10:33

266 6448 沼田 哲平 ﾇﾏﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 酔いどれＲＣ 2:10:46

267 6509 森井 達也 ﾓﾘｲ ﾀﾂﾔ トヨタ自動車北海道 2:10:58

268 6229 鈴木　隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 苫小牧市 2:13:33

269 6283 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 札幌市 2:13:59

270 6331 小林 大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 苫小牧弥生郵便局 2:14:39

271 6238 佐藤　浩幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ さわやかランニングクラブ 2:14:46

272 6545 渡部 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 2:15:14

273 6330 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 2:15:39

274 6530 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 藤井 2:15:48

275 6275 榎本 徳和 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 千歳市 2:17:00

276 6364 島畑 和徳 ｼﾏﾊﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 養生館 2:17:26

277 6207 藤原　幸二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 苫小牧高等商業学校 2:17:39

278 6213 大川　正人 室蘭市 2:18:11

279 6495 三浦 寿 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ ＮＲＲ 2:18:13

280 6363 島田 和昌 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 札幌ＴＫＤ 2:18:14

281 6375 鈴木 隆人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ チームはるりく 2:18:25

282 6395 髙橋 亮人 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾄ 七福神 2:18:38

283 6296 尾野 智昭 ｵﾉ ﾄﾓｱｷ 苫小牧市 2:21:09

284 6219 山本　隆治 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ ３－１澤谷組 2:21:23

285 6464 原島 大 ﾊﾗｼﾏ ﾏｻﾙ 札幌市 2:24:12

286 6274 江田 直行 ｴﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 走れメタボマン 2:24:27

287 6292 沖田 学 ｵｷﾀ ﾏﾅﾌﾞ 建築工房Ｇａｋｕ 2:24:43

288 6344 桜井 宏樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ チーム社協 2:25:14

289 6411 津田 健介 ﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ レンタルのニッケン 2:26:28

290 6474 福士 俊則 ﾌｸｼ ﾄｼﾉﾘ 登別市 2:26:41

291 6299 加賀見 義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 札幌市 2:26:46

292 6310 菊田 一也 ｷｸﾀ ｶｽﾞﾔ 苫小牧市 2:27:06

293 6205 菊池　央来 ｷｸﾁ ﾁｶﾗ 苫小牧市 2:27:34

294 6208 吉原　智洋 ﾖｼﾜﾗ ﾄﾓﾋﾛ チーム小枝 2:28:01

295 6326 古賀 けいしょう ｺｶﾞ ｹｲｼｮｳ 七福神 2:28:31

296 6286 岡田 一宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 小樽市 2:30:30

297 6402 田中 俊介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ イオン北海道 2:31:20

298 6277 生出 卓 ｵｲﾃﾞ ﾀｸ ＥＰＳＯＮ 2:32:29

299 6544 渡邉 公友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 苫小牧市 2:32:32

300 6439 新川 威一郎 ﾆｲｶﾜ ｲｲﾁﾛｳ あいの里激爽会 2:34:15
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301 6209 田中　紀嘉 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾖｼ 厚真町 2:36:04

302 6500 宮本 慎也 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾔ 軽舞豊松会会長 2:36:10

303 6242 沢田　幸介 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ さわやかランニングクラブ 2:36:56

304 6504 村井 拓郎 ﾑﾗｲ ﾀｸﾛｳ 千葉県 2:38:01

305 6484 帆苅 広大 ﾎｶﾘ ｺｳﾀﾞｲ 札幌市 2:39:06
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