
第39回 とまこまいマラソン 2022/07/17順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブハーフ 男子　30代1 6 大越 護 ｵｵｺｼ ﾏﾓﾙ 01:12:09室蘭労働基準監督署2 20 長尾 弘樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 01:16:193 3 安達 修 ｱﾀﾞﾁ ｵｻﾑ 01:16:22島ＲＣ千歳4 7 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 01:18:41平取小学校5 19 宇野 誓 ｳﾉ ｾｲ 01:19:46旭川厚生病院6 16 横山 司 ﾖｺﾔﾏ ﾂｶｻ 01:20:09真夏の大冒険7 34 富名腰 拓 ﾌﾅｺｼ ﾀｸ 01:22:09北海道庁8 14 野家 孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ 01:22:24イブリジニー9 66 村田 和陽 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 01:23:48勇払小学校10 45 寺本 光佑 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ 01:24:2511 74 青山 学 ｱｵﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 01:28:1812 78 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ 01:29:42トヨタ北海道駅伝・陸上長距離部13 71 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 01:30:11苫小牧市立北光小学校14 431 橘 信行 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:30:3015 425 村田 瞬一郎 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 01:30:3416 72 倉野 健人 ｸﾗﾉ ｹﾝﾄ 01:31:34胆振総合振興局17 249 鈴木 康壱 ｽｽﾞｷ ﾔｽｶｽﾞ 01:32:18ＵＳＫ18 67 滝田 翼 ﾀｷﾀ ﾂﾊﾞｻ 01:32:1819 499 和田 宗一郎 ﾜﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 01:32:3820 110 上野 貴志 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 01:32:5821 53 小口 大輝 ｵｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 01:35:0622 73 十河 弘樹 ｿｺﾞｳ ﾋﾛｷ 01:35:21ノースメディコ株式会社23 426 杉田 円和 ｽｷﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 01:36:2024 62 松島 康裕 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 01:37:06ＨＴＣ25 104 本條 琢也 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 01:37:59かざ車愛好会26 225 伊東 大輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 01:38:0227 230 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 01:38:1028 235 宮本 健志郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 01:38:1429 259 目黒 航平 ﾒｸﾞﾛ ｺｳﾍｲ 01:38:42大鎮キムラ建設30 22 大坪 正治 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ 01:39:49道マラソンク31 248 渡辺 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:40:0832 418 長島 泰介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｲｽｹ 01:40:0833 450 東 直弥 ｱﾂﾞﾏ ﾅｵﾔ 01:41:15ナラサキＡＣ34 124 古里 充 ﾌﾙｻﾄ ﾐﾂﾙ 01:41:24とましん35 427 松倉 正幸 ﾏﾂｸﾗ ﾏｻﾕｷ 01:41:2936 415 高田 卓 ﾀｶﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 01:41:39苫東石油備蓄株式会社37 502 佐々木 勇太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 01:43:3538 213 高橋 勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 01:43:5739 274 瀧本 大介 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:44:1740 243 芹澤 誠 ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 01:44:2241 94 豊田 慎吾 ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ 01:44:55北のプリマドンナ42 602 中村 正人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 01:46:0543 620 神 英貴 ｼﾞﾝ ﾋﾃﾞｷ 01:46:1544 618 伊藤 宗芳 ｲﾄｳ ﾑﾈﾖｼ 01:47:35株式会社三共ペイント45 262 金沢 一希 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 01:48:13ラクちゃん46 310 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 01:48:1347 430 常盤 真吾 ﾄｷﾜ ｼﾝｺﾞ 01:48:4948 919 山田 健祐 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 01:49:00苫小牧港開発株式会社49 271 下山 修平 ｼﾓﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 01:49:54チームのぼり坂50 229 佐藤 勇士 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 01:54:10苫小牧市print :2022/07/17 12:10:48 2/15 ページTimed by　アイサム



第39回 とまこまいマラソン 2022/07/17順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブハーフ 男子　30代51 608 牧口 陽祐 ﾏｷｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 01:56:4152 522 石原 富 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ 01:56:5953 612 京谷 圭祐 ｷｮｳﾔ ｹｲｽｹ 01:58:02ＪＡ共済連ＲＣ54 316 伊藤 郁 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 01:58:1955 488 森田 雄介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 01:58:25モリモトＲＣ56 446 齊籐 謙悟 ｻｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 02:00:0857 670 竹森 奨 ﾀｹﾓﾘ ｼｮｳ 02:01:2158 487 江田 靖史 ｴﾀﾞ ﾔｽｼ 02:02:0359 884 谷口 文則 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾉﾘ 02:02:5560 872 駒木 佑 ｺﾏｷ ﾀｽｸ 02:04:3261 276 吉田 英員 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 02:06:2662 306 森本 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 02:10:02モリモトＲＣ63 887 小松 智彦 ｺﾏﾂ ﾄｼﾋｺ 02:10:4564 868 米谷 直樹 ﾖﾈﾔ ﾅｵｷ 02:11:5065 515 鳥井 義弘 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋﾛ 02:12:27苫東石油備蓄株式会社66 708 藤原 亮太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 02:13:28北海道ガス67 844 柳原 悟史 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 02:15:3468 516 中村 弘明 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 02:15:3669 610 高橋 理 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 02:16:16航空自衛隊70 686 渡部 祐輔 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｽｹ 02:18:0471 863 勝谷 英生 ｶﾂﾔ ﾋﾃﾞｷ 02:18:3972 506 星野 和夫 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｵ 02:19:01株式会社ケーエス73 906 浜田 和弥 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 02:21:1174 910 中川 剛士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 02:28:4775 699 渡部 敏広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 02:31:16たかさき・渡部法律事務所76 922 宮城 正太 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 02:34:3977 885 三宅 高弘 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ 02:36:15北陸銀行苫小牧支店78 806 満保 裕太 ﾏﾝﾎﾞ ﾕｳﾀ 02:36:4779 692 圓成 興哉 ｴﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 02:41:2180 833 大江 洋 ｵｵｴ ﾖｳ 02:42:2881 677 三好 祥平 ﾐﾖｼ ｼｮｳﾍｲ 02:44:5982 905 内田 誉幸 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 02:46:37やっぱし！ゆに！83 513 池田 彬人 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾄ 02:53:21苫東石油備蓄株式会社
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