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1 320 堀 貴裕 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 安平町 2:47:31

2 492 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:49:11

3 387 齊藤 晋聖 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾏｻ 札幌市 2:51:20

4 499 山本 康隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 網走市 2:53:35

5 542 大崎 和行 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 2:54:55

6 530 品田 雅人 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 札幌市 2:55:11

7 558 藤井 力吉 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾖｼ 札幌市 2:55:43

8 422 橡木 広明 ﾄﾁｷﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 2:56:09

9 401 橋本 満洋 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 札幌市 2:57:45

10 380 松野 晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 更別村 2:57:57

11 382 矢部 和弘 ﾔﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東川町 2:58:40

12 330 坂 大祐 ｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 富良野市 2:59:21

13 427 木村 卓爾 ｷﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 札幌市 2:59:38

14 465 小石川 規 ｺｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 倶知安町 3:02:13

15 318 中村 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 札幌市 3:03:33

16 561 鶴田 直樹 ﾂﾙﾀ ﾅｵｷ 札幌市 3:04:27

17 405 秋野 文臣 ｱｷﾉ ﾄﾓｼｹﾞ 札幌市 3:05:19

18 393 渡邊 明男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 札幌市 3:06:10

19 512 山内 嘉 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾐ 深川市 3:07:37

20 521 中武 吉輝 ﾅｶﾀｹ ﾖｼﾃﾙ 札幌市 3:07:58

21 526 岡 稔 ｵｶ ﾐﾉﾙ 旭川市 3:08:25

22 522 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 北広島市 3:08:28

23 306 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 月形町 3:08:49

24 514 豊島 大介 ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｽｹ 札幌市 3:08:57

25 447 辻 貴仁 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾄ 乙部町 3:09:00

26 325 後藤 秀隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 札幌市 3:09:01

27 343 三浦 眞人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾄ 札幌市 3:09:04

28 547 駒林 優樹 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 札幌市 3:09:24

29 461 滝頭 幹太郎 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 滝川市 3:11:49

30 555 河野 竜平 ｺｳﾉ ﾘｭｳﾍｲ 札幌市 3:12:03

31 525 村上 大 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 室蘭市 3:12:11

32 559 村上 博基 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾓﾄ 札幌市 3:12:43

33 458 関澤 幸蔵 ｾｷｻﾞﾜ ｺｳｿﾞｳ 札幌市 3:13:06

34 336 藤澤 康聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽｱｷ 小樽市 3:13:37

35 448 葛西 紀行 ｶｻｲ ﾉﾘﾕｷ 北広島市 3:13:43

36 345 辻本 貫之 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾝｼ 千歳市 3:15:05

37 470 吉岡 智文 ﾖｼｵｶ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 3:15:29

38 377 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 札幌市 3:16:14

39 491 田賀 信雄 ﾀｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 札幌市 3:16:31

40 429 山本 貴典 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 3:16:36

41 430 落合 康介 ｵﾁｱｲ ｺｳｽｹ 洞爺湖町 3:18:26

42 373 又坂 雅光 ﾏﾀｻｶ ﾏｻﾐﾂ 札幌市 3:18:26

43 565 水谷 紀之 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 3:18:35

44 557 中尾 貴之 ﾅｶｵ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:19:27

45 352 滝沢 敏之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 札幌市 3:21:05

46 488 原田 高至 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市 3:22:44

47 440 平井 要 ﾋﾗｲ ｶﾅﾒ 恵庭市 3:24:00

48 413 田口 信仁 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市 3:24:12

49 502 雨夜 博史 ｱﾏﾔ ﾋﾛﾌﾐ 札幌市 3:25:11

50 439 黒田 雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 3:25:30
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51 360 鳴島 弘之 ﾅﾙｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:26:10

52 303 吉野 弘隆 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾀｶ 札幌市 3:26:17

53 355 入宇田 能弥 ｲﾘｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 3:26:20

54 385 神楽 智也 ｶｸﾞﾗ ﾄﾓﾔ 新冠町 3:27:10

55 366 山中 真 ﾔﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 札幌市 3:27:22

56 354 鈴木 義人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄ 札幌市 3:27:31

57 541 中村 潤吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺﾞ 長万部町 3:27:37

58 457 二見 和則 ﾌﾀﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 3:27:48

59 384 菅野 英規 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:27:48

60 415 山田 郁博 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾋﾛ 函館市 3:27:49

61 532 佐藤 佐武郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 登別市 3:27:51

62 533 福原 光一 ﾌｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ 八雲町 3:28:00

63 446 宮崎 聖明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 札幌市 3:28:33

64 321 荒木 英世 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾖ 函館市 3:28:39

65 451 中静 一棋 ﾅｶｼｽﾞ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:28:40

66 535 吉田 泰斗 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾄ 札幌市 3:28:41

67 471 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 札幌市 3:29:06

68 449 山本 喜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 旭川市 3:29:19

69 369 本間 晃 ﾎﾝﾏ ｱｷﾗ 札幌市 3:29:53

70 374 佐藤 徳彦 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 札幌市 3:31:40

71 346 山中 功 ﾔﾏﾅｶ ｲｻｵ 帯広市 3:32:26

72 493 小笹 幸治 ｺｻｻ ｺｳｼﾞ 小平町 3:33:16

73 454 鈴江 研二 ｽｽﾞｴ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:34:31

74 305 上野 祐二 ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ 函館市 3:34:40

75 497 五十嵐 政史 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾌﾐ 岩見沢市 3:35:12

76 341 吉田 英貴 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市 3:36:44

77 441 内山 剛 ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ 札幌市 3:36:47

78 390 佐藤 正俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 札幌市 3:37:45

79 455 下國 達志 ｼﾓｸﾆ ﾀﾂｼ 札幌市 3:37:49

80 408 高瀬 雄一 ﾀｶｾ ﾕｳｲﾁ 滝川市 3:38:55

81 333 牧野 実 ﾏｷﾉ ﾐﾉﾙ 札幌市 3:38:58

82 332 山崎 浩貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 旭川市 3:39:03

83 546 今野 篤志 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 札幌市 3:39:09

84 347 津山 雄司 ﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市 3:39:14

85 324 林 雅人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 札幌市 3:39:17

86 536 石本 忠司 ｲｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 3:39:30

87 314 小嶋 覚 ｺｼﾞﾏ ｶｸ 札幌市 3:40:06

88 379 舘山 隆広 ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 千歳市 3:41:31

89 511 松村 裕二 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 千歳市 3:42:14

90 552 時沢 武史 ﾄｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ 札幌市 3:42:22

91 529 平山 清智 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖﾉﾘ 旭川市 3:42:39

92 304 目黒 堅司 ﾒｸﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:43:16

93 468 山田 博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:43:29

94 480 川田 仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 東川町 3:43:37

95 307 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市 3:43:53

96 414 土門 敬幸 ﾄﾞﾓﾝ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:44:12

97 412 外崎 貴之 ﾄﾉｻｷ ﾀｶﾕｷ 恵庭市 3:44:50

98 554 古賀 敬 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 千歳市 3:45:10

99 396 太田 康則 ｵｵﾀ ﾔｽﾉﾘ 札幌市 3:46:16

100 420 岩城 亮助 ｲﾜｷ ﾘｮｳｽｹ 札幌市 3:46:36

2017年11月3日



第4回作.AC真駒内マラソン

フルマラソン男子40歳代

Print: 2017/11/03 15:14:48 3 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

101 509 西野 康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:48:56

102 411 渡辺 浩章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 札幌市 3:49:03

103 410 西島 進一 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 江別市 3:49:55

104 556 奥田 賢治 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:50:03

105 323 目澤 暁 ﾒｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 江別市 3:50:36

106 498 和田 明広 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 札幌市 3:50:43

107 450 水町 貴諭 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 札幌市 3:51:40

108 540 猿渡 和徳 ｴﾝﾄﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市 3:52:27

109 400 高倉 宏 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 3:52:50

110 378 武田 義史 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 札幌市 3:53:06

111 435 藤谷 斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 恵庭市 3:53:24

112 549 佐藤 貴啓 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:54:11

113 328 坂倉 良 ｻｶｸﾗ ﾘｮｳ 苫小牧市 3:55:27

114 459 岡田 博行 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 3:55:44

115 363 太田 亮 ｵｵﾀ ﾘｮｳ 札幌市 3:56:10

116 553 高橋 勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ 江差町 3:56:17

117 383 眞下 修二 ﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 江別市 3:56:31

118 503 佐藤 光博 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 室蘭市 3:56:59

119 566 井上 彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 札幌市 3:57:12

120 308 戸子台 弘一 ﾄｺﾀﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 新ひだか町 3:57:36

121 313 山本 隆久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 北斗市 3:57:38

122 419 増子 尊士 ﾏｽｺ ﾀｶｼ 占冠村 3:57:43

123 527 山本 誉史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 江別市 3:58:05

124 444 丑屋 洋 ｳｼﾔ ﾋﾛｼ 栗山町 3:58:18

125 421 入交 俊之 ｲﾘﾏｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ 富良野市 3:58:18

126 361 渡辺 亮介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 旭川市 3:58:31

127 389 遠藤 圭 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 岩見沢市 3:59:10

128 539 佐藤 晃二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 札幌市 3:59:45

129 431 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:04:46

130 464 魚津 慈和 ｳｵﾂﾞ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市 4:05:09

131 326 小野山 徹 ｵﾉﾔﾏ ﾄｵﾙ 札幌市 4:07:15

132 473 藤原 隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 北広島市 4:08:06

133 359 宮畑 信吾 ﾐﾔﾊﾀ ｼﾝｺﾞ 札幌市 4:09:03

134 478 早川 賢一 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:10:04

135 301 五十嵐 正 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞｼ 札幌市 4:11:48

136 460 品川 直範 ｼﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾉﾘ 砂川市 4:11:52

137 312 関根 淑夫 ｾｷﾈ ﾖｼｵ 札幌市 4:12:34

138 335 石山 和彦 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 旭川市 4:13:02

139 520 池田 望 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 札幌市 4:13:11

140 433 中野 靖弘 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 4:13:11

141 403 三品 泰二郎 ﾐｼﾅ ﾀｲｼﾞﾛｳ 札幌市 4:13:30

142 342 布廣 知哉 ﾇﾉﾋﾛ ﾄﾓﾔ 札幌市 4:14:17

143 302 山田 敬一 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 札幌市 4:16:32

144 518 北川 工 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ 札幌市 4:16:33

145 397 平野 剛史 ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ 札幌市 4:18:22

146 434 古市 剛久 ﾌﾙｲﾁ ﾀｶﾋｻ 札幌市 4:19:09

147 348 酒井 慶 ｻｶｲ ｹｲ 江別市 4:20:21

148 544 伊藤 孝浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 4:21:26

149 516 伊藤 勝敏 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 小樽市 4:24:25

150 495 吉川 智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 釧路市 4:24:45
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151 399 岩間 直樹 ｲﾜﾏ ﾅｵｷ 江別市 4:24:52

152 398 澤口 尚貴 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長沼町 4:26:18

153 474 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 札幌市 4:27:03

154 507 吉田 心也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 札幌市 4:27:52

155 482 増川 純人 ﾏｽｶﾜ ｽﾐﾄ 札幌市 4:27:57

156 483 山本 淳一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩見沢市 4:28:11

157 322 伊達 和哉 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾔ 新篠津村 4:28:25

158 467 大西 要 ｵｵﾆｼ ｶﾅﾒ 札幌市 4:28:46

159 424 中出 匡紀 ﾅｶﾃﾞ ﾏｻｷ 札幌市 4:30:16

160 537 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 石狩市 4:32:54

161 517 遠藤 隆三 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 札幌市 4:33:15

162 524 松下 一彦 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ 湧別町 4:33:21

163 344 小原 雅人 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 札幌市 4:33:33

164 438 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 岩見沢市 4:33:45

165 445 伊藤 太人 ｲﾄｳ ﾀｶﾄ 札幌市 4:34:03

166 494 黒瀧 勝也 ｸﾛﾀｷ ｶﾂﾔ 札幌市 4:34:03

167 388 小石川 圭司 ｺｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞ 札幌市 4:34:04

168 428 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 4:36:06

169 485 中居 森彦 ﾅｶｲ ﾓﾘﾋｺ 大阪府 4:37:42

170 395 林 孝彦 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ 札幌市 4:39:11

171 432 小野寺 隆彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾋｺ 札幌市 4:43:40

172 515 道下 暢二 ﾐﾁｼﾀ ﾖｳｼﾞ 共和町 4:46:32

173 560 小半 晃己 ｺﾊﾝ ﾃﾙﾐ 札幌市 4:46:44

174 376 桐山 賢二 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 札幌市 4:46:57

175 479 前田 有明 ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｱｷ 札幌市 4:48:21

176 453 福永 匡恭 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾔｽ 札幌市 4:49:12

177 416 有森 昭二 ｱﾘﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 札幌市 4:51:21

178 404 城地 英典 ｼﾞｮｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 4:51:32

179 477 丹羽 忍 ﾆﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市 4:51:34

180 567 佐藤 敬一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 札幌市 4:51:58

181 331 阪本 智也 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 札幌市 4:53:40

182 531 野村 輝光 ﾉﾑﾗ ﾃﾙﾐﾂ 札幌市 4:53:51

183 481 吉岡 雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 札幌市 5:00:07

184 508 萩中 正樹 ﾊｷﾞﾅｶ ﾏｻｷ 札幌市 5:05:40

185 490 青田 努 ｱｵﾀ ﾂﾄﾑ 札幌市 5:10:46

186 370 庵 敦訓 ｲﾎﾘ ｱﾂﾉﾘ 札幌市 5:15:04

187 402 塩田 敦 ｼｵﾀ ｱﾂｼ 中頓別町 5:15:54

188 475 斉藤 雅和 ｻｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 5:16:10

189 486 竹林 真 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 石狩市 5:17:15

190 519 櫻井 達也 ｻｸﾗｲ ﾀﾂﾔ 札幌市 5:21:36

191 315 下山 友章 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 札幌市 5:21:38

192 513 島 信一朗 ｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 函館市 5:22:39

193 484 森 知久 ﾓﾘ ﾄﾓﾋｻ 札幌市 5:22:40

194 501 澁谷 敏文 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 小樽市 5:29:12

195 551 建部 潤自 ﾀﾃﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市 5:31:24

196 364 兵藤 茂樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ 新ひだか町 5:36:32

197 425 日下 仁 ｸｻｶ ﾋﾄｼ 札幌市 5:43:23

198 365 蠣崎 旭 ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ 石狩市 5:45:27

199 356 浅水 隆考 ｱｻﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 5:51:06

200 487 橘 政通 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾐﾁ 札幌市 5:58:20
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