
第１４回札幌・豊平川市民マラソン 2019/7/14順位 氏名 カナ 記録ゼッケンM3) フル　男子５０歳代 所属1 364 丸山　浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 札幌陸協 03:00:372 331 滝井　利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌陸協 03:18:533 310 湯浅　英樹 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｷ 長谷川塾 03:20:414 366 大久保　和章 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞｱｷ 札幌厚生ＲＣ 03:29:495 403 中村　正明 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ トヨタＬ＆Ｆ 03:31:416 345 沢田　博 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ Ｓ塾 03:33:137 404 徳冨　義則 ﾄｸﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ 北海道信用金庫 03:35:588 327 池上　啓一 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｲﾁ Ｆｒｅｅ 03:39:259 380 川端　建吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 清風ロビンソン 03:45:1310 415 佐藤　保 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ チームまるきち 03:49:3511 407 中山　光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 恵庭市 03:50:1312 350 田中　浩樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 小樽市立病院 03:51:0113 305 中村　慎治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 登別ステージ 03:52:1314 338 神谷　博之 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ Ｔ－ＧＯＶＡ 03:54:1915 326 川上　啓介 ｶﾜｶﾐ ｹｲｽｹ ｔｅａｍ．Ｋ 03:56:0616 309 磯部　伸一 ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 函館中の沢小 03:57:5317 343 伊藤　司朗 ｲﾄｳ ｼﾛｳ ガーデンパレス 04:01:5918 339 高道　久範 ﾀｶﾐﾁ ﾋｻﾉﾘ 04:05:1019 306 布廣　知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 匠建コーポレー 04:05:2820 371 高氏　昇 ﾀｶｳｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 04:07:4821 359 志村　大祐 ｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 04:08:3822 386 渡辺　博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 羽幌町役場ＲＣ 04:09:2723 389 東原　輝昭 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾃﾙｱｷ よつ葉乳業 04:10:0124 354 加藤　朋広 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ５０ビル 04:12:2525 385 牧野　実 ﾏｷﾉ ﾐﾉﾙ 04:13:3326 393 種田　直章 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｱｷ 安平ＭＣ 04:14:3527 378 荒川　武志 ｱﾗｶﾜ ﾀｹｼ 株式会社モロオ 04:15:1028 336 道下　暢二 ﾐﾁｼﾀ ﾖｳｼﾞ 04:15:4229 384 南部　敏和 ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｶｽﾞ 小樽陸協 04:16:0130 355 鳥井　朗 ﾄﾘｲ ｱｷﾗ 走レンジャイ 04:16:3131 409 居上　智典 ｲｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 04:22:1732 356 山本　真司 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 雪華会 04:22:5733 392 大川　洋平 ｵｵｶﾜ ﾖｳﾍｲ ＣＶＣＯＨＮＯ 04:23:5634 319 望月　拓也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾔ 04:24:0935 307 飯原　康広 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 04:26:2536 323 髙橋　貴代美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ チームひとり 04:26:3937 368 金沢　明尚 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾋｻ ルチアーノ 04:28:2338 382 八重畑　洋吉 ﾔｴﾊﾀ ﾖｳｷﾁ 札幌陸協 04:31:4739 383 中村　好宏 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 自衛隊札幌地本 04:32:0640 412 斉藤　孝博 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 04:34:4641 361 吉岡　史幸 ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾕｷ 北海道文化放送 04:39:3842 396 小林　浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ マリンパーク 04:41:4443 314 野末　洋 ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｼ 庄内ＲＴ 04:48:4044 330 髙島　勝彦 ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾋｺ パンダ会 04:49:0545 413 西村　壽人 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻﾄ 04:50:4646 317 岩澤　功 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ 04:51:1747 420 重田　光弘 ｼｹﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 大きく含らむ夢 04:51:2748 414 谷川　智幸 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 04:53:5749 304 三上　哲 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 04:54:4750 344 門田　元勝 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾓﾄｶﾂ はなクラブ 04:55:222019年7月16日 1/2 ページTimed by　アイサム



第１４回札幌・豊平川市民マラソン 2019/7/14順位 氏名 カナ 記録ゼッケンM3) フル　男子５０歳代 所属51 303 岡本　克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 04:56:4452 302 北山　光雄 ｷﾀﾔﾏ ﾐﾂｵ 04:58:3153 406 中村　昭彦 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 04:59:5254 410 菊池　勉 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 月星会 05:00:4155 334 藤島　克己 ﾌｼﾞｼﾏ ｶﾂﾐ 05:05:3556 390 伊藤　弘己 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 札幌市 05:12:5157 363 相川　知之 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 05:14:2058 376 羽田　里詩 ﾊﾈﾀﾞ ｻﾄｼ リュウ＆ハナ 05:22:4159 362 萩原　雅広 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 05:27:4860 397 坪田　正栄 ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻｴ 05:29:0461 313 遠藤　淳一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 夢かなえてラン 05:30:4262 328 西尾　努 ﾆｼｵ ﾂﾄﾑ 05:31:1263 395 目時　康之 ﾒﾄｷ ﾔｽﾕｷ 05:32:3264 401 岡本　幸一 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 05:32:5265 381 高木　勝己 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾐ 05:33:3466 398 林　浩雄 ﾊﾔｼ ﾋﾛｵ ＮＴＴ－ＦＮＣ 05:35:5567 324 岡田　浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 05:40:1568 333 伊藤　友紀 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 05:50:4369 387 三上　勝 ﾐｶﾐ ﾏｻﾙ 05:51:5570 375 野島　修一 ﾉｼﾞﾏ ｼｭｳｲﾁ 05:52:5471 379 菅原　幸浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 京極町役場 05:53:3672 418 西尾　智之 ﾆｼｵ ﾄﾓﾕｷ 西尾硝子鏡工業 05:54:2073 416 柳内　敏弘 ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾄｼﾋ 05:54:3774 365 及川　靖 ｵｲｶﾜ ﾔｽｼ ３ＹＡＲ 06:07:3375 348 菅生　幸生 ｽｶﾞｵｲ ﾕｷｵ 06:13:5176 308 米原　晋一 ﾖﾈﾊﾗ ｼﾝｲﾁ ステージ 06:32:4677 311 細谷　明弘 ﾎｿﾔ ｱｷﾋﾛ 06:34:5678 315 佐々木　重人 ｻｻｷ ｼｹﾞﾄ 06:37:2379 349 鴈原　知明 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ﾄﾓｱｷ 06:38:4080 325 赤川　敏正 06:42:0881 346 岡　康博 ｵｶ ﾔｽﾋﾛ 06:49:29
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