
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
Ｐ男子50歳以上 ハーフ

1 6767 丸山 浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 札幌陸協 1:19:09

2 6672 大櫛 隆行 ｵｵｸｼ ﾀｶﾕｷ ＲＩＮ 1:19:44

3 6654 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 苫小牧気分は走会 1:22:54

4 6607 上田　浩 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 出光興産徳山 1:25:03

5 6685 金沢 明尚 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾋｻ ルチアーノＲＣ 1:25:30

6 6756 藤 克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 室蘭入江ＲＣ 1:26:10

7 6631 本山　静生 ﾓﾄﾔﾏ ｼｽﾞｵ 江差町 1:27:29

8 6630 寺澤　敬喜 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛﾖｼ アロハＲＣ 1:27:33

9 6716 杉山 利明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ 火曜夜御所走会 1:28:34

10 6784 米澤 公敏 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾐﾄｼ 新日鐵住金 1:28:53

11 6758 藤原 茂法 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 函館走ろう会 1:28:56

12 6778 柳沼 浩 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾛｼ やぎさんチーム 1:29:15

13 6710 四木 定宏 ｼｷﾞ ｻﾀﾞﾋﾛ さつろうＡＣ 1:29:42

14 6769 水無 正巳 ﾐｽﾞﾅｼ ﾏｻﾐ 苫小牧気分走会 1:30:07

15 6726 田口 秀樹 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ トヨタ北海道ＲＣ 1:31:27

16 6744 橋詰 卓 ﾊｼｽﾞﾒ ﾀｸ 函館市 1:32:10

17 6666 岩坂 陽悦 ｲﾜｻｶ ﾖｳｴﾂ ＮＤＲＣ 1:32:15

18 6628 井上　宜久 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ 東京陸協 1:32:15

19 6659 井澗 弘亘 ｲﾀﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 札幌市 1:32:55

20 6661 伊藤 寿志 ｲﾄｳ ﾋｻｼ ホクレン飼料博士課程 1:32:59

21 6621 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ 苫小牧市 1:33:10

22 6713 島津 一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 千歳市役所 1:33:40

23 6782 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ ＨＡＣ 1:33:44

24 6723 高橋 広基 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ ＮＴＴＭＥ 1:33:54

25 6653 安保 信之 ｱﾝﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 音更町 1:35:11

26 6754 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分は走会 1:35:31

27 6785 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ ＴＭＥＩＣ 1:35:36

28 6615 青柳　充彦 ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾂﾋｺ とましんＲＣ 1:36:30

29 6752 林 芳文 ﾊﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 室蘭市 1:36:40

30 6708 澤木 大介 ｻﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ チャッコとモンコとはな 1:36:41

31 6764 松原 慎一 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 日高町 1:37:15

32 6781 山本 幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 向陽台ラン 1:37:21

33 6709 椎橋 勇一 ｼｲﾊｼ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:37:32

34 6693 菅野 秀樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 千歳ＲＣ 1:37:44

35 6742 西山 広二 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:38:36

36 6619 岡崎　祐三 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 王子製紙ＡＣ 1:38:47

37 6605 上岡　登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分は走会 1:39:01

38 6739 仁木 茂樹 ﾆｷ ｼｹﾞｷ ドングリ 1:39:04

39 6766 丸山 和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 名寄陸上クラブ 1:39:08

40 6687 鎌倉 隆浩 ｶﾏｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 北海運輸 1:39:22

41 6644 矢島　賢司 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ＨＡＣ 1:39:31

42 6629 渡邊　雅樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 北広島市 1:39:47

43 6740 西沢 哲也 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 道南ＲＣ 1:40:08

44 6700 小林 雅史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ ＳＩＤＥ－Ｂ 1:40:38

45 6749 畑中 裕之 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 道マラソンク 1:40:58

46 6746 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ＴＥＰ 1:41:07

47 6750 破入 正名 ﾊﾆｭｳ ﾏｻﾅ Ｒコンセプト 1:41:35

48 6738 成田 孝千 ﾅﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 旭川市 1:41:40

49 6647 赤前 康浩 ｱｶﾏｴ ﾔｽﾋﾛ 函館走ろう会 1:41:42

50 6717 鈴木 三二男 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 雅 1:42:28
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51 6703 今野 満 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾙ ほくでん総務ＲＣ 1:42:31

52 6729 種田 直章 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｱｷ 苫小牧市 1:42:39

53 6665 井上 孝弘 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 新日本電工（株）北海道営業所 1:43:38

54 6721 高橋 功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ 七福神 1:44:15

55 6776 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧明徳小学校 1:44:32

56 6707 佐野 宙 ｻﾉ ﾋﾛｼ ヌイちゃイヤ！ 1:46:01

57 6747 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 八雲保健所 1:46:11

58 6730 田宮 勝英 ﾀﾐﾔ ｶﾂﾋﾃﾞ 札幌市 1:46:28

59 6658 伊瀬 進 ｲｾ ｽｽﾑ 苫小牧市 1:46:37

60 6761 本庄 浩明 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市 1:47:21

61 6614 浜垣　慎一 ﾊﾏｶﾞｷ ｼﾝｲﾁ 苫小牧市 1:47:43

62 6627 小野崎　誠 ｵﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 王子製紙ＡＣ 1:47:44

63 6704 佐々木 清文 ｻｻｷ ｷﾖﾌﾐ 函館走ろう会 1:47:53

64 6679 岡村 利行 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ トータルＳＰ 1:48:03

65 6691 川端 清一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖｶｽﾞ 苫小牧市 1:48:11

66 6604 荒川　智二 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓｼﾞ 苫小牧市 1:48:38

67 6748 畑嶋 忠幸 ﾊﾀｼﾏ ﾀﾞﾀﾞﾕｷ 北見はしろう会 1:49:05

68 6668 遠藤 幹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 静内山岳会 1:49:06

69 6612 檜森　昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ ホリデイＳＣ苫小牧 1:49:08

70 6620 湯原　勇夫 ﾕﾊﾗ ｲｻｵ チーム桑の実 1:49:12

71 6701 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北斗七重浜ＲＣ 1:49:27

72 6641 谷川　充穂 ﾀﾆｶﾜ ｱﾂｵ 苫小牧市 1:49:56

73 6777 森田 敏行 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾕｷ 苫小牧気分走会 1:50:38

74 6623 吉岡　正光 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾐﾂ 苫小牧市 1:50:43

75 6772 三好 哲司 ﾐﾖｼ ﾃﾂｼﾞ ＢＯＳＳＡ 1:51:12

76 6686 金谷 秀晴 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＮＴＴインフラネット 1:51:46

77 6649 新井 邦博 ｱﾗｲ ｸﾆﾋﾛ チームハシビロ 1:52:07

78 6722 高橋 信光 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾐﾂ 苫小牧工業高校定時制野球部 1:52:11

79 6670 大植 美樹夫 ｵｵｳｴ ﾐｷｵ 苫小牧市 1:52:52

80 6711 柴 勤 ｼﾊﾞ ﾂﾄﾑ アートな仲間たち 1:53:05

81 6706 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ ＲＩＳＥ　ＲＣ 1:53:20

82 6745 橋本 倫明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 苫小牧市 1:53:40

83 6727 田中 公一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 苫小牧市 1:53:48

84 6678 大場 隆 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 王子製紙ＡＣ 1:54:01

85 6640 田中　則男 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ 北海道石油共同備蓄株式会社 1:54:51

86 6695 木曽 誠二 ｷｿ ｾｲｼﾞ 岩見沢市 1:54:59

87 6775 目時 康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 苫小牧市 1:55:18

88 6602 西田　博昭 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 苫小牧トライアスロン協会 1:55:32

89 6681 小野 英之 ｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 北海道マラソンクラブ 1:55:44

90 6610 阿部　幸浩 ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ （株）阿部工業所 1:55:49

91 6712 柴田 敏治 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾊﾙ あら走会 1:55:50

92 6715 鋤柄 昌則 ｽｷｶﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ ＤＣＭ 1:55:55

93 6720 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 腰痛ランナー！（有珠の沢ＲＣ） 1:56:03

94 6765 松山 弘喜 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 王子製紙ＡＣ 1:56:05

95 6671 大川 裕之 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 王子不動産 1:56:07

96 6663 伊藤 正義 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 北海道産業保安監督部 1:56:10

97 6646 米澤　功至 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ ＮＰＯ法人にわとりファミリー 1:56:30

98 6616 井本　進 ｲﾓﾄ ｽｽﾑ 苫小牧市 1:56:38

99 6735 長倉 清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 爆走マイペース 1:56:40

100 6652 荒物屋 貢一 ｱﾗﾓﾉﾔ ｺｳｲﾁ 苫小牧市役所 1:56:53
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101 6622 小松　国次 ｺﾏﾂ ｸﾆﾂｸﾞ 還暦歩愛ターズ 1:57:05

102 6734 仲尾 光一 ﾅｶｵ ｺｳｲﾁ 千歳市 1:57:14

103 6757 藤田 博史 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 江別市 1:57:21

104 6626 林　卓美 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 市役所 1:57:44

105 6736 中原 誠治 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｼﾞ アンフィニ 1:57:54

106 6656 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 千歳市 1:58:15

107 6702 近藤 辰哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 札幌市 1:58:38

108 6696 木下 靖章 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｱｷ 東京都 1:58:50

109 6728 田鍋 信夫 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 登別市 1:59:03

110 6638 鈴木　明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ チーム１９７ 1:59:13

111 6618 伊藤　昌光 ｲﾄｳ ｼｮｳｺｳ 苫小牧市 1:59:22

112 6642 松下　秀範 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ガッテンダーズ 1:59:33

113 6625 千葉　浩次 ﾁﾊﾞ ｺｳｼﾞ 小樽潮陵高校 1:59:41

114 6690 河野 浩信 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 苫小牧市 1:59:53

115 6763 松橋 亘 ﾏﾂﾊｼ ﾜﾀﾙ ランアンドスパ 1:59:57

116 6651 荒地 守 ｱﾗﾁ ﾏﾓﾙ 苫小牧市 2:00:01

117 6657 泉谷 邦夫 ｲｽﾞﾐﾔ ｸﾆｵ 札幌市 2:00:03

118 6645 三澤　英一 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 道ライフスポーツ 2:00:09

119 6637 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ＡＣ孫９人ＧＧ 2:00:18

120 6609 千葉　文男 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｵ ホーチャンＡＣ 2:00:33

121 6762 前山 新一郎 ﾏｴﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ エースラゲージ 2:01:01

122 6755 福田 康夫 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｵ ニポポＲＣ 2:01:01

123 6719 高澤 巧也 ﾀｶｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ＮＯＰ４８ 2:01:04

124 6779 山崎 晴彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ ＲＡＮ＆ＳＰＡ 2:01:07

125 6783 吉田 正志 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 暁輝 2:01:46

126 6624 芳賀　省吾 ﾊｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 京極町 2:02:06

127 6732 丹波 徹人 ﾀﾝﾊﾞ ﾃﾂﾋﾄ 室蘭市 2:02:11

128 6760 星田 功 ﾎｼﾀﾞ ｲｻｵ 明星工業（株）苫小牧営業所　陸上 2:02:29

129 6675 大館 慶二 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 苫小牧市 2:02:36

130 6753 原田 和久 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 出光興産 2:03:37

131 6731 田村 健 ﾀﾑﾗ ｹﾝ 北海道エアシステム（ＨＡＣ） 2:03:50

132 6633 蛇谷　将 ｼﾞｬﾀﾆ ﾏｻｼ 苫小牧市 2:04:21

133 6680 小倉 祐治 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 札幌市 2:04:50

134 6608 戸巻　修 ﾄﾏｷ ｵｻﾑ 苫小牧市 2:05:29

135 6737 成田 昭夫 ﾅﾘﾀ ｱｷｵ 弘大病院 2:05:33

136 6770 水野 雅史 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 青葉病院 2:05:53

137 6780 山下 敏洋 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋﾛ ひだかでコンサート 2:06:31

138 6697 強田 健治 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2:06:42

139 6648 天野 浩明 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 白鳥大橋走り隊 2:07:48

140 6771 宮崎 有広 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 勤医協苫小牧病院 2:07:49

141 6741 西田 政仁 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ ナシオ 2:08:04

142 6677 大場 一輝 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾃﾙ 中原小学校 2:08:16

143 6639 菊地　利雄 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 苫小牧市 2:08:42

144 6751 林 茂年 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾄｼ 札幌市 2:08:50

145 6683 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 2:10:30

146 6603 伊藤　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ ユックリ走る会 2:11:20

147 6664 伊藤 元己 ｲﾄｳ ﾓﾄｷ チーム・メリー・バンチ 2:11:33

148 6773 武藤 直人 ﾑﾄｳ ﾅｵﾄ 緑星の里 2:12:04

149 6635 藤原　倭臣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞｵﾐ 桜木ゴールド 2:13:55

150 6676 大野 光隆 ｵｵﾉ ﾐﾂﾀｶ ケイジー技研 2:13:56
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151 6601 小島　正史 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｼ ダバですダバダ 2:14:07

152 6655 石川 隆久 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋｻ 石川内科医院 2:15:01

153 6759 船木 幸治 ﾌﾅｷ ｺｳｼﾞ 釧路市 2:15:18

154 6684 片島 宏二 ｶﾀｼﾏ ｺｳｼﾞ 出光北海道ランニングクラブ 2:15:50

155 6682 笠原 重実 ｶｻﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 帯広市 2:17:51

156 6662 伊東 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 苫小牧市 2:19:36

157 6733 戸田 正則 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ モロオ 2:19:54

158 6611 佐々木　豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 安平町 2:20:57

159 6632 時田　謙 ﾄｷﾀ ｹﾝ 苫小牧市 2:22:34

160 6606 髙橋　一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 苫小牧市 2:24:01

161 6786 渡邉 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 日本ヒューム株式会社 2:25:35

162 6743 野村 芳光 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 苫小牧市 2:26:29

163 6774 村上 純一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 右膝内側側副靱帯損傷 2:28:18

164 6634 北俣　克広 ｷﾀﾏﾀ ｶﾂﾋﾛ 札幌市 2:32:53

165 6688 唐牛 敏晴 ｶﾗｳｼ ﾄｼﾊﾙ 室蘭環境 2:33:30

166 6725 高村 拓平 ﾀｶﾑﾗ ﾀｸﾍｲ 千歳市 2:39:37
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