
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　60歳以上1 105 福井 宏登 ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ 01:36:29赤レンガ走友会2 99 山家 秀正 ﾔﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 01:37:19俱知安町役場3 76 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 01:40:22北村クラブ4 265 瀧瀬 勝 ﾀｷｾ ﾏｻﾙ 01:41:04函館トライアスロンクラブ5 65 上岡 登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 01:41:10苫小牧気分走会6 268 鴻池 洋志 ｺｳﾉｲｹ ﾋﾛｼ 01:41:10つうけんＯＢ7 202 藤兼 啓恭 ﾌｼﾞｶﾈ ﾋﾛﾔｽ 01:41:56ＮＴＴカシア8 284 日野 昇 ﾋﾉ ﾉﾎﾞﾙ 01:42:35苫小牧気分は走会9 109 泉 敏 ｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 01:42:49トヨタ北海道10 269 番匠 裕之 ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾋﾛﾕｷ 01:43:22カタツムリＡＣ11 299 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ 01:43:27苫小牧気分は走会12 210 太田 智 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 01:43:40フレングＲＣ13 260 熊谷 美治 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾊﾙ 01:45:04王子製紙ＡＣ14 417 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 01:45:54花みずき15 288 中井 勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ 01:46:06孝子ランナーズ16 266 今野 満 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾙ 01:46:34ほくでんＳ走遊会17 300 種田 恭久 ﾀﾈﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 01:47:4918 635 多田 逸三 ﾀﾀﾞ ｲﾂｿﾞｳ 01:48:26いぶりたすけ愛19 320 丸山 和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 01:48:4120 286 河井 紀一郎 ｶﾜｲ ｷｲﾁﾛｳ 01:51:2321 301 上西 光義 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾐﾂﾖｼ 01:52:27北広島ＲＣ22 501 西出 和彦 ﾆｼﾃﾞ ｶｽﾞﾋｺ 01:54:59なし23 433 平山 雄二 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 01:55:04ＲＩＳＥ　ＲＣ24 408 岡村 利行 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 01:55:23トータル測量設計25 308 鈴木 亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 01:56:13ＷＪ６２７26 478 松浦 光政 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾏｻ 01:58:35トヨタ北海道27 498 小川 卓彦 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 01:59:00幸太＆くるみ28 609 田畑 順次 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 02:00:41日高町富川29 437 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 02:00:5930 676 坂田 諭 ｻｶﾀ ｻﾄｼ 02:01:5231 672 田中 一久 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 02:01:5832 842 渡部 吉彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 02:02:24釧路走ろう会33 457 檜森 昭憲 ﾋﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 02:03:4834 482 国分 謙一 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 02:04:2635 660 栗山 恵二 ｸﾘﾔﾏ ｹｲｼﾞ 02:05:5836 646 石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 02:06:43年金ランナー37 453 伊澤 敏穂 ｲｻﾞﾜ ﾄｼｵ 02:08:20リンタロウＲＣ38 509 一関 勉 ｲﾁﾉｾｷ ﾂﾄﾑ 02:08:50北海道マラソンクラブ39 636 池田 隆 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 02:09:1940 461 藤田 謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 02:10:3441 812 河野 利彦 ｶﾜﾉ ﾄｼﾋｺ 02:11:00光陽荘42 722 東海林 正文 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏｻﾌﾐ 02:11:15森のオホーツク43 632 川邊 雅美 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾐ 02:11:5444 678 大館 慶二 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 02:13:0745 491 塚本 卓也 ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 02:14:3446 209 竹中 義博 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 02:15:25千歳あずさＡＣ47 719 谷口 晶吾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 02:16:04和顔愛語48 410 吉田 健二 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 02:16:3149 857 込堂 敏安 ｺﾐﾄﾞｳ ﾄｼｬｽ 02:17:36幕別さくらクラブ50 500 真壁 悦夫 ﾏｶﾍﾞ ｴﾂｵ 02:17:44日高町富川print :2022/07/17 12:10:49 10/15 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　60歳以上51 673 野尻 和孝 ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾀｶ 02:19:23山鼻走友会52 520 兵藤 陽一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 02:19:45苫東ファーム53 489 千田 秀昭 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 02:19:59朝日陸協54 645 持田 泰司 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 02:21:2755 483 神部 健史 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 02:23:33チームシオン56 802 樋田 和弘 ﾋﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 02:28:1857 902 雨ヶ崎 敦志 ｱﾏｶﾞｻｷ ｱﾂｼ 02:31:1158 894 田中 公高 ﾀﾅｶ ｷﾐﾀｶ 02:36:3359 908 川上 一 ｶﾜｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 02:36:5960 880 前東 昭 ﾏｴﾋｶﾞｼ ｱｷﾗ 02:37:55いきいき行動隊61 661 野村 芳光 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 02:41:5662 909 高橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 02:42:5763 688 戸巻 修 ﾄﾏｷ ｵｻﾑ 02:43:2264 878 池田 光良 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 02:45:31学遊会65 817 伊藤 敏明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 02:48:22
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