
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　50代1 11 磯部 純一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:19:38トヨタ北海道2 29 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 01:24:45札幌市消防局3 86 池浦 明 ｲｹｳﾗ ｱｷﾗ 01:25:09苫小牧気分走会4 30 水原 英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:25:24みずっちゃんねる5 31 高田 浩二 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 01:27:22トヨタ北海道6 87 神谷 博之 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 01:28:38Ｔ．ＧＯＶＡ7 59 吉見 憲和 ﾖｼﾐ ﾉﾘｶｽﾞ 01:29:098 48 藤島 和志 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞｼ 01:29:16札幌市役所9 222 佐々木 徹人 ｻｻｷ ﾃﾂﾋﾄ 01:29:41トヨタ北海道！10 49 林 茂 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾙ 01:30:5611 37 島津 一久 ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾋｻ 01:31:20千歳市役所12 261 戸子台 弘一 ﾄｺﾀﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 01:31:4813 279 小石川 規 ｺｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 01:32:19倶知安町14 56 渡辺 博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 01:32:44羽幌町役場ＲＣ15 57 工藤 和貴 ｸﾄﾞｳ ﾜｷ 01:33:4416 84 高木 満祐 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 01:34:21ラガーマン17 119 市川 悟 ｲﾁｶﾜ ｻﾄﾙ 01:34:2618 117 栗山 真一 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 01:35:39アサヒセキュリティ19 102 鈴木 智史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 01:36:0020 18 湯浅 英樹 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｷ 01:36:13長谷川塾21 293 井口 祐輔 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 01:36:56社会福祉法人北海道社会事業協会22 61 川西 悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 01:37:0423 82 駒井 浩 ｺﾏｲ ﾋﾛｼ 01:38:0824 113 朝比奈 和貴 ｱｻﾋﾅ ｶｽﾞﾀｶ 01:38:20北海道マラソンクラブ25 63 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 01:38:4526 282 大関 健司 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 01:38:4627 203 山下 文人 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾄ 01:41:20イブリジニー28 292 松原 慎一 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 01:41:2529 244 成田 豪 ﾅﾘﾀ ｺﾞｳ 01:41:3030 206 破入 正名 ﾊﾆｭｳ ﾏｻﾅ 01:41:37Ｒコンセプト31 436 薩川 洋之 ｻﾂｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 01:41:5132 245 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 01:43:11北海道西濃運輸苫小牧33 241 矢崎 勇 ﾔｻﾞｷ ｲｻﾑ 01:43:13旭北３９ＲＣ34 219 園田 範和 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 01:44:28チーム緑ガメ35 216 赤前 康浩 ｱｶﾏｴ ﾔｽﾋﾛ 01:44:35函館走ろう会36 285 旭 裕輝 ｱｻﾋ ﾋﾛｷ 01:45:07チーム朝顔37 302 木村 知文 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 01:45:4538 273 西坂 俊一 ﾆｼｻﾞｶ ﾄｼｶｽﾞ 01:46:02（株）デンタルラボ　トライアル39 115 藤 克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 01:46:11室蘭入江ＲＣ40 442 大野 正史 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 01:46:30ＴＥＡＭラクちゃん41 889 高橋 義則 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 01:48:4642 208 斉藤 嘉春 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 01:48:51北海道和光純薬株式会社43 422 山口 秀一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 01:49:4044 815 窪田 寛也 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ 01:49:5045 275 沖 鉄弥 ｵｷ ﾃﾂﾔ 01:49:56札幌ＡＰＥＣ46 682 山下 聖峰 ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾐﾈ 01:50:49１１連47 507 近藤 吉一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 01:51:07さくら補聴器48 439 宮本 馨 ﾐﾔﾓﾄ ｶｵﾙ 01:51:58ナチュの森49 443 荻野 直人 ｵｷﾞﾉ ﾅｵﾄ 01:52:29ＳＨＥＬＬ50 467 五味 暁 ｺﾞﾐ ｱｶﾂｷ 01:52:34print :2022/07/17 12:10:49 7/15 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　50代51 464 田口 秀樹 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 01:52:53トヨタ北海道52 830 福田 康夫 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｵ 01:54:27ニポポ◆ＲＣ53 257 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 01:54:28有珠の沢ＲＣ54 462 目時 康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 01:54:4655 474 桑畠 星行 ｸﾜﾊﾀ ﾎｼﾕｷ 01:55:03カタツムリＡＣ56 322 大場 隆 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 01:55:06王子製紙ＡＣ57 647 樋口 雅昌 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｱｷ 01:55:16ＤＣＭ58 311 中保 毅視 ﾅｶﾎ ﾀｹｼ 01:55:3059 617 島畑 和徳 ｼﾏﾊﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 01:55:41あおば60 621 葛西 英範 ｶｻｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:57:04札幌市61 710 山谷 一幸 ﾔﾏﾔ ｶｽﾞﾕｷ 01:57:0662 407 伊藤 昌光 ｲﾄｳ ｼｮｳｺｳ 01:57:2163 435 福島 重仁 ﾌｸｼﾏ ｼｹﾞﾋﾄ 01:57:4064 440 柿沼 直人 ｶｷﾇﾏ ﾅｵﾄ 01:57:5165 295 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 01:58:45北のマラニック66 323 横山 知之 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 01:59:1667 258 辻村 昌彦 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 01:59:20遺愛走ろう会68 605 鳥生 浩成 ﾄﾘｭｳ ﾋﾛｼｹﾞ 01:59:3369 495 新井 暁 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 01:59:4670 839 木原 将 ｷﾊﾗ ﾏｻｼ 02:00:07チーム緑ガメ71 318 毛利 毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 02:01:31苫小牧市立若草小学校72 631 高桑 純一 ﾀｶｸﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:02:1573 643 丹 久憲 ﾀﾝ ﾋｻﾉﾘ 02:02:4174 629 堀井 恒人 ﾎﾘｲ ﾂﾈﾋﾄ 02:05:17明日風整骨院　（札幌市手稲区）75 484 谷 和久 ﾀﾆ ｶｽﾞﾋｻ 02:05:53札幌土地家屋調査士会76 644 大山 元司 ｵｵﾔﾏ ﾓﾄｼ 02:06:00函館走ろう会77 626 岸本 将 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 02:08:2778 492 木村 直之 ｷﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 02:09:23ＪＦＥ環境サービス79 654 増谷 俊昭 ﾏｽﾀﾆ ﾄｼｱｷ 02:09:4580 256 陣内 慎也 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｼﾝﾔ 02:09:46北海道森林管理局81 218 福島 栄次 ﾌｸｼﾏ ｴｲｼﾞ 02:09:5482 720 中道 康彦 ﾅｶﾐﾁ ﾔｽﾋｺ 02:11:36やっぱし！ゆに83 920 柳澤 弘一郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 02:13:22ホワイトラビッツ84 696 山本 主税 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶﾗ 02:13:5485 641 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 02:14:30七飯養護学校86 304 渡邊 哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ 02:14:36チーム緑ガメ苫小牧87 712 梶谷 真史 ｶｼﾞﾔ ﾏｻｼ 02:15:03らくらくくらぶ88 685 小川 純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 02:15:0989 460 染谷 吉一 ｿﾒﾔ ﾖｼｶｽﾞ 02:16:26三菱製鋼ＲＣ90 655 髙松 悟 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 02:19:10ＴＡＭＩＹＡレーシング91 703 門脇 二郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞﾛｳ 02:20:42六華ＲＣ92 640 中島 豪 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾞｳ 02:21:10ＴＥＡＭラクちゃん93 687 小馬谷 勤 ｺﾏﾔ ﾂﾄﾑ 02:23:13株式会社苫東94 822 工藤 潤 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 02:29:1195 716 加藤 宏志 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 02:29:3796 709 伏木 淳 ﾌｼｷ ｼﾞｭﾝ 02:30:32北電力設備工事（株）97 519 淺井 哲 ｱｻｲ ｻﾄｼ 02:33:59苫小牧工業高校98 836 佐藤 元哉 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔ 02:35:30栗林機工99 890 鈴木 守 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 02:36:42100 803 打田 誠 ｳﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ 02:40:24株式会社　エム・エム・ピーprint :2022/07/17 12:10:49 8/15 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　50代101 911 桝屋 広秋 ﾏｽﾔ ﾋﾛｱｷ 02:42:27102 832 高見 守亮 ﾀｶﾐ ﾓﾘｱｷ 02:44:39苫小牧高専事務部103 705 室谷 直義 ﾑﾛﾔ ﾅｵﾖｼ 02:50:10104 277 今井 司 ｲﾏｲ ﾂｶｻ 02:53:09
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