
第7回作.AC真駒内マラソン

フルマラソン男子高校生～39歳

Print: 2020/11/02 23:31:20 1 / 4 ページ

順位 No. 氏 名 カ ナ 市町村名 記 録

1 194 三原 佑太 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀ 札幌市 2:32:29

2 213 阿部 清孝 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 旭川市 2:33:31

3 136 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 苫小牧市 2:35:25

4 115 花井 志朗 ﾊﾅｲ ｼﾛｳ 札幌市 2:36:27

5 202 岡田 晴貴 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 札幌市 2:38:17

6 52 加藤 陽介 ｶﾄｳ ﾖｳｽｹ 札幌市 2:40:10

7 122 榊原 醸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｽﾞﾙ 江差町 2:40:27

8 227 山田 正宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市 2:42:45

9 236 小田桐 政人 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾄ 当別町 2:45:00

10 217 原 翔平 ﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 札幌市 2:46:40

11 220 熊谷 誠弥 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾔ 千歳市 2:48:21

12 50 石川 毅 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 倶知安町 2:48:51

13 272 片岡 慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌市 2:49:12

14 19 小川 真司 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 千歳市 2:49:35

15 175 山口 順平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 蘭越町 2:51:12

16 251 瀧頭 宏行 ﾀｷｶﾞｼﾗ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 2:52:17

17 254 平間 侑弥 ﾋﾗﾏ ﾕｳﾔ 岩内町 2:52:19

18 235 山本 浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上富良野町 2:52:26

19 208 小林 正規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 函館市 2:52:27

20 258 岡本 祥一 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 美瑛町 2:52:48

21 130 齋藤 旭 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 北広島市 2:55:11

22 223 古川 祥之 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾕｷ 札幌市 2:55:22

23 110 渡邊 勇心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 札幌市 2:55:49

24 180 畑 耕太郎 ﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 2:56:17

25 45 松田谷 宏樹 ﾏﾂﾀﾞﾔ ﾋﾛｷ 札幌市 2:56:30

26 237 新岡 秀斗 ﾆｲｵｶ ｼｭｳﾄ 札幌市 2:56:43

27 44 竹内 拓雄 ﾀｹｳﾁ ﾀｸｵ 札幌市 2:56:58

28 141 水口 恵介 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 札幌市 2:58:00

29 215 井上 恭彰 ｲﾉｳｴ ﾔｽｱｷ 登別市 2:58:08

30 64 鈴木 啓司 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 札幌市 2:58:37

31 224 水野 貴紀 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 札幌市 2:59:37

32 187 雨野 多聞 ｱﾒﾉ ﾀﾓﾝ 由仁町 2:59:51

33 275 石崎 隆太 ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ 旭川市 3:01:11

34 265 森田 洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 北見市 3:01:13

35 2 新松 勧仁 ｼﾝﾏﾂ ﾕｷﾋﾄ 札幌市 3:01:20

36 61 伊勢 将希 ｲｾ ﾏｻｷ 千歳市 3:05:47

37 609 石井 健太郎 ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:06:56

38 246 中川 恭太 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｮｳﾀ 札幌市 3:07:01

39 700 渡部 健太 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝﾀ 札幌市 3:07:21

40 231 土屋 健志 ﾂﾁﾔ ﾀｹｼ 中標津町 3:07:48

41 1 廣瀬 允也 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ 札幌市 3:08:03

42 207 山本 智彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 千歳市 3:09:09

43 594 深澤 芳彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 札幌市 3:11:16

44 181 原田 秀樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 紋別市 3:11:51

45 377 加藤 豪 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 音更町 3:12:13

46 196 篠根 司 ｼﾉﾈ ﾂｶｻ 札幌市 3:12:34

47 186 西島 伸太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市 3:13:29

48 134 若原 正稔 ﾜｶﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 倶知安町 3:13:33

49 182 佐藤 宏樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ 江別市 3:15:14

50 204 近藤 昌平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 札幌市 3:15:43
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51 228 結城 一生 ﾕｳｷ ｲｯｾｲ 千歳市 3:16:26

52 742 窪田 義規 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 札幌市 3:16:33

53 219 内山 数貴 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｷ 札幌市 3:19:07

54 234 鍬形 忠光 ｸﾜｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾐﾂ 札幌市 3:19:14

55 222 吉川 真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市 3:19:37

56 451 高野 達 ﾀｶﾉ ﾀﾂｼ 札幌市 3:20:04

57 342 馬道 洋祐 ｳﾏﾐﾁ ﾖｳｽｹ 札幌市 3:21:25

58 72 中田 恭裕 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:22:06

59 257 喜多 タカヨシ ｷﾀ ﾀｶﾖｼ 留萌市 3:24:16

60 412 井手 直也 ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 札幌市 3:24:34

61 135 長岩 隆 ﾅｶﾞｲﾜ ﾀｶｼ 函館市 3:25:53

62 542 中澤 洋平 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千歳市 3:26:59

63 1094 倉冨 渉平 ｸﾗﾄﾐ ｼｮｳﾍｲ 札幌市 3:27:29

64 664 岩間 健喜 ｲﾜﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 北広島市 3:27:58

65 726 福原 智明 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 室蘭市 3:28:09

66 423 上原子 健介 ｶﾐﾊﾗｺ ｹﾝｽｹ 札幌市 3:29:05

67 582 三好 康浩 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋﾛ 帯広市 3:31:10

68 205 梶原 崇嗣 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 札幌市 3:31:13

69 174 永田 純輝 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｷ 札幌市 3:31:21

70 756 平中 雄太 ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾀ 札幌市 3:31:23

71 466 中川 孝生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 当別町 3:31:35

72 575 上山 賢大 ｳｴﾔﾏ ｹﾝﾀﾞｲ 札幌市 3:32:15

73 606 志賀 優斗 ｼｶﾞ ﾕｳﾄ 札幌市 3:32:25

74 720 佐野 元太 ｻﾉ ｹﾞﾝﾀ 札幌市 3:32:38

75 617 尾崎 太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 佐呂間町 3:32:39

76 22 松島 康裕 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 札幌市 3:33:01

77 218 久保 颯生 ｸﾎﾞ ｻﾂｷ 札幌市 3:34:04

78 746 香田 悠渡 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩見沢市 3:34:41

79 659 石井 勇次 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ 旭川市 3:34:43

80 663 阿部 多嘉浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌市 3:34:51

81 393 斉藤 学 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市 3:35:03

82 420 加葉田 圭介 ｶﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 札幌市 3:38:37

83 173 小西 裕久 ｺﾆｼ ﾋﾛﾋｻ 旭川市 3:38:59

84 650 小橋 雄歩 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾎ 函館市 3:39:34

85 622 三木 将生 ﾐｷ ﾏｻｵ 札幌市 3:40:02

86 348 和田 紘徳 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 3:42:15

87 558 若林 努 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 札幌市 3:43:12

88 537 中田 浩紀 ﾅｶﾀ ﾋﾛｷ 札幌市 3:43:17

89 725 井向 陸 ｲﾑｶｲ ﾘｸ 札幌市 3:43:41

90 566 池田 公士郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 千歳市 3:43:56

91 540 愛澤 真吾 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 札幌市 3:44:01

92 604 堀 真人 ﾎﾘ ﾏｻﾄ 札幌市 3:44:12

93 1056 日向寺 巧 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾀｸﾐ 札幌市 3:44:25

94 206 石黒 智志 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｼ 札幌市 3:46:05

95 385 鈴木 康太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 札幌市 3:46:12

96 443 清水 恒輔 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 札幌市 3:46:41

97 815 米谷 直樹 ﾖﾈﾔ ﾅｵｷ 札幌市 3:46:50

98 693 川島 俊介 ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 札幌市 3:47:12

99 431 柳 龍輝 ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｷ 札幌市 3:47:16

100 648 倉野 健人 ｸﾗﾉ ｹﾝﾄ 札幌市 3:47:41
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101 971 山口 敬之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 札幌市 3:48:02

102 585 高橋 洋次 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ 札幌市 3:49:37

103 635 久保 智史 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ 札幌市 3:51:33

104 1070 砂山 裕介 ｽﾅﾔﾏ ﾕｳｽｹ 江別市 3:51:43

105 339 森 康文 ﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ 札幌市 3:53:27

105 1027 北村 裕樹 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 岩見沢市 3:53:27

107 721 三河 大祐 ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市 3:53:37

108 610 三田 健太郎 ﾐﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 江別市 3:54:43

109 417 小松 佳祐 ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 札幌市 3:54:50

110 374 光成 佑太郎 ﾐﾂﾅﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 白老町 3:54:56

110 912 斉藤 悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 札幌市 3:54:56

112 506 西村 啓 ﾆｼﾑﾗ ｹｲ 札幌市 3:55:18

113 565 村田 勝 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾙ 函館市 3:55:33

114 503 尾崎 龍平 ｵｻﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ 函館市 3:56:26

115 613 寶田 将希 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 札幌市 3:56:42

116 367 小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 千歳市 3:56:52

117 427 高本 武士 ﾀｶﾓﾄ ﾀｹｼ 札幌市 3:57:05

118 649 佐藤 栄規 ｻﾄｳ ｴｲｷ 江別市 3:57:10

119 611 福田 聡 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾗ 札幌市 3:58:58

120 884 大江 洋 ｵｵｴ ﾖｳ 苫小牧市 3:59:01

121 689 金田 周 ｶﾈﾀ ｼｭｳ 北広島市 3:59:11

122 599 太田 賢治 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 札幌市 3:59:38

123 535 安田 貴俊 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 江別市 4:00:06

124 514 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 北見市 4:01:09

125 152 脇屋 海渡 ﾜｷﾔ ｶｲﾄ 札幌市 4:02:07

126 811 江口 知臣 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｵﾐ 札幌市 4:03:13

127 476 佐藤 岳大 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 旭川市 4:03:44

128 675 佐藤 圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 札幌市 4:03:56

129 546 紫竹 光 ｼﾁｸ ﾋｶﾙ 札幌市 4:04:39

130 477 丹羽 亮太 ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ 札幌市 4:04:58

131 399 須田 智也 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 札幌市 4:06:38

132 653 山下 瑛弘 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 旭川市 4:10:25

133 1046 友二 張江 ﾊﾘｴ ﾕｳｼﾞ 釧路市 4:10:56

134 676 草地 優介 ｸｻﾁ ﾕｳｽｹ 札幌市 4:11:24

135 391 肥田野 郁夫 ﾋﾀﾞﾉ ｲｸｵ 札幌市 4:12:31

136 1012 木村 友也 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 江別市 4:12:33

137 991 菊池 遼太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 札幌市 4:12:52

138 322 松本 大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 江別市 4:13:06

139 520 前田 智之 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 札幌市 4:15:31

140 402 長岡 和幸 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市 4:17:43

141 968 野田 龍之介 ﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 札幌市 4:17:58

142 837 天池 勝 ｱﾏｲｹ ﾏｻﾙ 札幌市 4:18:08

143 673 佐藤 文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 帯広市 4:18:20

144 1003 ＷＯＮＧ ＣＡＬＶＩＮ ｳｫﾝ ｶﾙｳﾞｨﾝ 札幌市 4:18:57

145 583 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新十津川町 4:20:14

146 1054 大場 真治 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 札幌市 4:21:29

147 1002 大原 裕樹 ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｷ 札幌市 4:26:45

148 1037 横山 浩之 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 4:29:08

149 913 澤田 貴昭 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｱｷ 札幌市 4:31:29

150 1083 酒井 僚太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 砂川市 4:36:29
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151 1041 神子 大和 ｶﾐｺ ﾔﾏﾄ 札幌市 4:40:16

152 1011 水林 将一朗 ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 江別市 4:40:25

153 882 松原 巧実 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 札幌市 4:44:44

154 972 松嵜 泰智 ﾏﾂｻｷ ﾀｲﾁ 札幌市 4:45:42

155 1074 西ノ薗 卓 ﾆｼﾉｿﾞﾉ ﾀｸ 札幌市 4:45:51

156 1019 岩田 和記 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 札幌市 4:46:46

157 945 藤本 健佑 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ 苫小牧市 4:47:47

158 940 金沢 一希 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 札幌市 4:56:56

159 891 熊谷 拓美 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 天塩町 4:57:51

160 1008 渋谷 侑磨 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾏ 札幌市 5:00:03

161 901 松倉 正幸 ﾏﾂｸﾗ ﾏｻﾕｷ 苫小牧市 5:06:41

162 1069 髭内 紀幸 ﾋｹﾞｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 小樽市 5:09:23

163 900 小野 賀功 ｵﾉ ｶｺｳ 札幌市 5:15:40

164 1034 高松 洋一 ﾀｶﾏﾂ ﾖｳｲﾁ 札幌市 5:22:14

165 898 相澤 亮佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 小樽市 5:29:53

166 818 小林 啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 千歳市 5:34:35

167 907 遠藤 慎悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市 5:52:53

168 954 丸山 太一 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 富良野市 5:53:28

169 961 及川 勇樹 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 千歳市 5:57:57

170 899 池川 毅 ｲｹｶﾞﾜ ﾀｹｼ 札幌市 6:14:50
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