
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M4) フル　男子６０歳以上 所属1 556 須藤　正明 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 03:32:122 951 小西　健雄 ｺﾆｼ ﾀｹｵ どもなｒｕｎ 03:38:473 557 新谷　英史 ｼﾝﾔ ﾋﾃﾞﾌﾐ ほくでんＲＣ 03:44:344 583 當瀬　規嗣 ﾄｳｾ ﾉﾘﾂｸﾞ 札幌医科大学 03:53:235 544 植村　徹 ｳｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 道マラソンク 03:57:556 533 福岡　研三 ﾌｸｵｶ ｹﾝｿﾞｳ ロイトンクラブ 03:58:367 524 笠井　健吉 ｶｻｲ ｹﾝｷﾁ ＵＮＭ．ＮＭ 03:58:528 590 岸田　幸也 ｷｼﾀﾞ ﾕｷﾔ 滝川羊蹄会 04:01:089 559 佐藤　伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 札幌サザンＲＣ 04:01:4710 515 笹原　和幸 ｻｻﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 笹原動物病院 04:05:2811 567 鹿野　光夫 ｶﾉ ﾐﾂｵ 04:07:1012 550 佐藤　勇実 ｻﾄｳ ﾊﾔﾐ ケンタウロス 04:07:4013 593 堺　実 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 協和機械製作所 04:10:1914 591 小川　勉 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 04:12:3315 587 山口　繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 04:18:1416 592 清水　和夫 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ 篠路青少年育成 04:22:3417 527 酒井　政志 ｻｶｲ ﾏｻｼ エルム走友会 04:28:0518 519 大矢　雅彦 ｵｵﾔ ﾏｻﾋｺ 04:28:2619 538 安達　英一 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｲﾁ アクロスＪ 04:29:0120 503 大山　実 ｵｵﾔﾏ ﾐﾉﾙ 当別Ｓｗヒルズ 04:29:5621 543 國島　栄 ｸﾆｼﾏ ｻｶｴ 04:32:0322 504 佐藤　尚之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ ホッケーＯＢ７ 04:32:3223 531 菊地　慶通 ｷｸﾁ ﾖｼﾐﾁ 北都銀行 04:35:5124 584 柴田　敏治 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾊﾙ あら走会 04:39:2725 532 城畑　孝康 ｼﾛﾊﾀ ﾀｶﾔｽ 和弘ランあそ 04:42:4726 514 鎌田　進 ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾑ ビックロード 04:43:4627 509 関本　修 ｾｷﾓﾄ ｵｻﾑ トナカイ 04:44:5928 541 千葉　保 ﾁﾊﾞ ﾀﾓﾂ ＮＮ倶楽部 04:50:2429 589 矢口　松男 ﾔｸﾞﾁ ﾏﾂｵ 04:52:1030 506 山本　進 ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾑ 北洋銀行 04:52:5631 534 佐々木　祐二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ Ｔ－ＲＯＢＥＣ 04:53:4332 565 石垣　学 ｲｼｶﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ ハードヒット 04:56:4133 553 菅原　要 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅﾒ 由子愛してる 04:57:2634 525 大野　光二 ｵｵﾉ ﾐﾂｼﾞ 04:59:1635 520 福中　正行 ﾌｸﾅｶ ﾏｻﾕｷ ＳＤＡＭＣ 05:01:1836 574 大槻　知寛 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ 札幌走ろう会 05:02:0137 577 舘野　誠司 ﾀﾃﾉ ｾｲｼﾞ 05:04:4838 581 宮部　雅幸 ﾐﾔﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 05:08:4639 588 山本　実 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 札幌ノルディッ 05:10:2440 563 舟橋　安幸 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾔｽﾕｷ 江別走ろう会 05:13:3341 522 田中　千春 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 05:17:1842 598 泊　茂雄 ﾄﾏﾘ ｼｹﾞｵ 05:19:0343 540 近沢　照久 ﾁｶｻﾞﾜ ﾃﾙﾋｻ 伴走フレンドリ 05:19:1644 554 比留間　光一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ ほくでんＲＣ 05:21:3545 547 小川　卓彦 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｺ ＊幸太＆くるみ 05:22:2246 599 池上　修次 ｲｹｶﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ みなじいクラブ 05:22:4947 586 佐藤　守彦 ｻﾄｳ ﾓﾘﾋｺ 函館９０フル走 05:22:5848 596 齋藤　敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 05:26:3349 512 畑出　光野 ﾊﾀﾃﾞ ﾐﾂﾉ 05:27:1150 573 宮田　武雄 ﾐﾔ ﾀｹｵ 岩田病院ＲＣ 05:41:112019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M4) フル　男子６０歳以上 所属51 537 大田　人可 ｵｵﾀ ﾋﾄﾖｼ 大田クリニック 05:44:5552 511 瀧田　裕道 ﾀｷﾀ ﾋﾛﾐﾁ Ｋ－ＫＩＤＳ 05:45:1953 566 山本　英司 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ ＷＩＮＧＳ 05:46:5854 516 佐藤　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 鈍亀ランナーズ 05:48:3955 507 荒澤　茂 ｱﾗｻﾜ ｼｹﾞﾙ チームシステム 05:48:4556 561 鈴木　堯博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ フル百回楽走会 05:54:4357 530 星野　一也 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾔ 05:57:1058 548 酒井　政美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ 運輸機構ＯＢ 05:57:3559 528 水野　孝幸 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ ＭＡＲＣ 06:08:0560 570 乾　豊 ｲﾇｲ ﾕﾀｶ 06:13:3561 552 谷藤　隆司 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾀｶｼ スイケイ 06:23:4262 542 菅原　裕幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 06:28:0363 585 可香谷　淳 ｶｶﾞﾔ ｱﾂｼ 千歳ＰＳＯＢＲ 06:28:2464 558 吉岡　祥 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ メイリキユカ 06:30:1765 549 山田　和則 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 06:37:3966 523 似鳥　英司 ﾆﾄﾘ ﾋﾃﾞｼ 06:40:4467 521 岸本　勝弘 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 06:43:2268 597 藤田　喜昭 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｱｷ 健康英語クラブ 06:48:1969 579 木村　重雄 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 06:49:0770 595 鈴木　宣 ｽｽﾞｷ ﾉﾘ チーム三日月 06:51:18
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