
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　40代1 2 鍋城 邦一 ﾅﾍﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ 01:12:15ケイセイマサキ株式会社2 4 佐藤 祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ 01:14:43いすゞエンジン製造北海道3 68 北村 陽介 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 01:16:49トヨタ北海道4 25 荒川 洋介 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｽｹ 01:18:375 8 内藤 宏志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 01:19:08トヨタ北海道6 13 堀 一行 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 01:19:23ロン毛倶楽部7 15 本木 央 ﾓﾄｷ ﾋｻｼ 01:19:588 17 中南 智哉 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 01:20:37札幌市役所9 27 青島 隆太 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳﾀ 01:21:0510 43 宇野 虎志 ｳﾉ ﾀｹｼ 01:22:1211 32 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 01:22:26島．ＲＣ千歳12 89 山村 愁二 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 01:23:2413 21 西尾 政幸 ﾆｼｵ ﾏｻﾕｷ 01:24:56個別指導Ａｘｉｓ野幌校14 35 弥勒院 宣明 ﾐﾛｸｲﾝ ﾉﾌﾞｱｷ 01:26:22北広島西部小15 221 長谷川 修之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:26:3016 51 神田 昌男 ｶﾝﾀﾞ ｱｷｵ 01:28:40ちょこゆず17 28 清水 孝一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 01:29:35イカイガー18 83 西倉 宏昌 ﾆｼｸﾗ ﾋﾛﾏｻ 01:30:06ちばりよ～ＲＣ19 252 池田 将人 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 01:30:21サクマ20 101 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 01:30:59札幌市21 42 湊 博詞 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｼ 01:31:22イブリジニー22 123 川中 勇則 ｶﾜﾅｶ ﾀｹﾉﾘ 01:32:1823 212 橋本 圭司 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 01:32:2124 403 上村 義久 ｳｴﾑﾗ ｲｻｸ 01:32:2425 69 仁尾 一義 ﾆｵ ｶｽﾞﾖｼ 01:32:39出光北海道ＲＣ26 97 大場 靖之 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 01:33:2327 106 高橋 正則 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 01:33:45出光北海道ランニングクラブ28 52 花田 啓祐 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 01:33:57苫小牧市立ウトナイ小学校29 207 志田 俊明 ｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 01:34:08日本将棋連盟苫小牧支部30 44 中村 正範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 01:34:13トヨタ北海道31 238 大谷 裕二 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 01:34:2732 96 鎌田 聡 ｶﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 01:34:49イブリジニー33 223 佐藤 幸徳 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 01:35:0934 324 中西 丞 ﾅｶﾆｼ ｽｽﾑ 01:35:3135 81 畑田 正宏 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:35:3336 107 佐野 雄一 ｻﾉ ﾕｳｲﾁ 01:35:55２ＢＦ37 122 加納 正臣 ｶﾉｳ ﾏｻｵﾐ 01:36:40加納美容室38 39 千葉 融 ﾁﾊﾞ ﾄｵﾙ 01:37:28室蘭入江ＲＣ39 191 中静 一棋 ﾅｶｼｽﾞ ｶｽﾞｷ 01:37:4240 64 三品 悟 ﾐｼﾅ ｻﾄﾙ 01:37:4741 232 早川 耕平 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 01:38:1742 60 和田 純 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 01:38:18ケアライフ王子43 289 安藤 慎吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 01:38:4744 651 大友 孝仁 ｵｵﾄﾓ ﾀｶﾋﾄ 01:38:50じぇいおーねっと45 236 伊藤 丸人 ｲﾄｳ ﾏﾙﾄ 01:39:16株式会社巴商会46 521 須賀 誠広 ｽｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:39:27タキボクシングジム47 85 木浪 悠 ｷﾅﾐ ﾕｳ 01:39:33札幌スポーツ館ＲＣ48 297 小島 健太 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 01:40:11コジテック49 267 伊藤 和弘 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 01:40:5850 250 外崎 貴之 ﾄﾉｻｷ ﾀｶﾕｷ 01:41:14print :2022/07/17 12:10:48 4/15 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　40代51 100 石浦 真樹 ｲｼｳﾗ ﾏｻｷ 01:41:31地下鉄駅員ＲＣ52 317 菊池 宣匡 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ 01:42:0153 40 藤本 大介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:42:3854 405 堤 英毅 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ 01:43:0555 226 榊原 健一 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 01:43:2356 615 広瀬 成彦 ﾋﾛｾ ﾅﾙﾋｺ 01:43:3357 413 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ 01:43:37アクト58 254 浜野 正幸 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 01:44:52カレー部59 691 米本 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ 01:45:1260 278 五十嵐 孝宏 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 01:45:1361 240 大場 慎也 ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾔ 01:45:2862 505 長谷川 敦 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 01:45:29ヤマコウ工業べべるい63 253 小野 立雄 ｵﾉ ﾀﾂｵ 01:45:33西胆振環境64 103 前田 知浩 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 01:46:17函館しごとネット65 264 小野 誠 ｵﾉ ﾏｺﾄ 01:46:39トヨタ北海道66 272 廣川 貴志 ﾋﾛｶﾜ ﾀｶｼ 01:47:0667 421 眞下 修二 ﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 01:47:1568 114 清水上 学 ｼﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 01:47:18有限会社鵡川衛生社69 321 高田 則幸 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 01:47:1970 70 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ 01:47:52イブリジニー71 420 中井 康仁 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾄ 01:48:0272 201 三河 大祐 ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 01:48:2473 298 山田 晴啓 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ 01:48:32大鎮キムラ建設74 227 古川 洋一 ﾌﾙｶﾜ ﾖｳｲﾁ 01:48:4075 419 原田 良一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 01:48:54ＳＣＲ76 447 古川 純一 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:49:2977 287 小林 拓馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 01:49:3878 459 澤田 貴昭 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｱｷ 01:49:43伴走フレンドリー札幌79 402 田中 彰一 ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 01:50:1080 401 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 01:50:15さくら補聴器81 444 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 01:50:22チーム　ミタカ82 228 野口 佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 01:50:5383 634 渡部 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 01:51:20えぬあーるしー84 490 亀田 賢一 ｶﾒﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 01:52:3085 843 宮里 礼二 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾚｲｼﾞ 01:52:3586 281 前田 仁 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 01:53:1387 215 佐々木 壮一 ｻｻｷ ｿｳｲﾁ 01:54:01函館北中学校88 475 前東 慶祐 ﾏｴﾋｶﾞｼ ｹｲｽｹ 01:54:05いきいき行動隊89 512 佐藤 裕次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 01:54:15苫東石油備蓄株式会社90 312 山岡 武志 ﾔﾏｵｶ ﾀｹｼ 01:54:26礼文華小91 473 紺世 知彦 ｺﾝｾ ﾄﾓﾋｺ 01:55:4692 234 谷地 雄樹 ﾔﾁ ﾕｳｷ 01:55:48砂川市93 441 土居 司 ﾄﾞｲ ﾂｶｻ 01:56:13ケアラ94 479 松村 朗 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾗ 01:56:4895 656 泉 利彦 ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋｺ 01:57:0396 622 近江谷 健 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾙ 01:57:18めたかスイミーズ97 455 菅野 太 ｶﾝﾉ ﾌﾄｼ 01:57:2598 220 菊池 光春 ｷｸﾁ ﾐﾂﾊﾙ 01:57:34無所属99 477 金野 佳一 ｺﾝﾉ ｹｲｲﾁ 01:58:08ＭＥＰＳ100 837 佐藤 拓紀 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 01:58:16旭川市立神楽中学校print :2022/07/17 12:10:48 5/15 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　40代101 828 益山 桂太郎 ﾏｽﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 01:59:23102 296 石井 祐介 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 01:59:39室蘭東翔高校103 424 冨久尾 修二 ﾌｸｵ ｼｭｳｼﾞ 01:59:50北海道中央労災病院104 412 鹿谷 雄一 ｼｶﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 01:59:57105 471 登城 靖弘 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽﾋﾛ 02:01:55106 648 小野澤 真弘 ｵﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 02:03:31北大病院臨床研修センター107 428 田代 智 ﾀｼﾛ ｻﾄﾙ 02:04:00柏丘レーシング108 855 平野 拓央 ﾋﾗﾉ ﾀｸｵ 02:04:38109 434 村井 宏行 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 02:04:40クワザワ110 671 東福寺 孝義 ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾀｶﾖｼ 02:04:59111 650 遠藤 史篤 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｱﾂ 02:06:24112 694 小野 一郎 ｵﾉ ｲﾁﾛｳ 02:07:37113 665 吉田 準也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 02:07:54とまみん印刷センター114 869 武田 義信 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:10:30115 866 佐々木 健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 02:10:40116 807 田渕 栄一 ﾀﾌﾞﾁ ｴｲｲﾁ 02:10:40117 715 岩田 誠 ｲﾜﾀ ﾏｺﾄ 02:11:33らんらんクラブ118 637 広瀬 隆之 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 02:11:36119 899 斉藤 匡介 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 02:11:44みやまの里120 485 竹内 剛 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 02:12:04121 801 田中 圭介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 02:12:19ワーカーズコープ122 652 松本 義孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 02:13:57山本浄化興業123 669 中川 喜靖 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾔｽ 02:14:37124 601 小原 雅人 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 02:16:17125 242 吉毛利 千治 ﾖｼﾓﾘ ｾﾝｼﾞ 02:17:11126 613 小神 暁人 ｺｶﾞﾐ ｱｷﾋﾄ 02:19:27127 624 松村 雅也 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾔ 02:21:36128 88 関口 政彦 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 02:22:16129 290 新谷 信之介 ｱﾗﾔ ｼﾝﾉｽｹ 02:27:20トヨタ北海道130 881 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 02:29:02ＮＴＴ札幌北131 695 室井 崇 ﾑﾛｲ ﾀｶｼ 02:29:16132 470 矢崎 義信 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:33:21（有）亀田シーリング133 449 伊藤 幸宏 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 02:33:38134 921 島田 圭一郎 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 02:43:28135 886 佐達 崇 ｻﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 02:43:50136 877 石郷岡 剛 ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾂﾖｼ 02:44:19
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