
２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ 男子30歳～50歳未満 カナ 市町村1 253 中村　直幸 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 01:13:20帯広市2 242 佐藤　秀幸 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ ４普通持続走 01:13:25帯広市3 225 川端　俊司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ カネミツ 01:14:47釧路町4 201 佐川　健一郎 ｻｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ eRCとかち 01:17:31芽室町5 292 大橋　祐貴 ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ 新得町 01:21:36新得町6 220 志藤　淳 ｼﾄｳ ｱﾂｼ SMART 01:21:40室蘭市7 174 松野　晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 幕別白人小 01:21:57更別村8 121 宮田　浩之 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾕｷ チーム０１５５ 01:22:31帯広市9 146 黒澤　裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ちばりよ～ＲＣ 01:24:19札幌市10 294 中村　真大 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 01:24:33帯広市11 218 伊藤　敏彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 1対戦ヘリ 01:24:43音更町12 209 川上　隆夫 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ 音更町役場 01:24:47音更町13 214 長谷　一巨 ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 十勝総合振興局 01:25:30帯広市14 249 畑田　正宏 ﾊﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:26:29安平町15 118 別府　勇作 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｻｸ 帯広駐屯地 01:26:30帯広市16 187 北村　雅則 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 会社員 01:26:34大樹町17 143 吉川　博 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 01:26:35帯広市18 195 古川　敏和 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 01:26:51帯広市19 159 所　孝之 ﾄｺﾛ ﾀｶﾕｷ 01:27:16帯広市20 280 堀　哲郎 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 01:27:58札幌市21 234 長岡　輝 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 01:30:36音更町22 282 石橋　充 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾂﾙ 01:30:56中札内村23 272 梶　幸司 ｶｼﾞ ｺｳｼﾞ おびひろしんきん 01:31:09浦幌町24 281 小椋　佳宗 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 01:31:36帯広市25 246 伊藤　義和 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 01:32:20幕別町26 155 佐藤　公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ 01:32:36音更町27 222 生野　貴之 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 01:32:48帯広市28 107 岡田　英司 ｵｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ 01:33:06恵庭市29 276 新井　智博 ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ ZIP-EZO 01:33:25札幌市30 129 加藤　正之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 01:33:39音更町31 163 和田　明広 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 函館走ろう会 01:33:42札幌市32 285 高倉　仁司 ﾀｶｸﾗ ﾋﾄｼ 十勝総合振興局 01:33:50帯広市33 178 三浦　光猛 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾀｹ 01:33:52帯広市34 237 山中　功 ﾔﾏﾅｶ ｲｻｵ 01:34:12帯広市35 111 松浦　宏晃 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 01:34:15広尾町36 223 白木　将夫 ｼﾗｷ ﾏｻｵ 01:34:40帯広市37 265 ほりごめ　だいすけ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽｹ 01:34:57帯広市38 138 安保　信之 ｱﾝﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:35:21音更町39 198 横山　昌臣 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 01:35:55音更町40 250 高橋　義樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 協立病院 01:36:07帯広市41 139 川嵜　裕二 ｶﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 01:36:31札幌市42 217 齋藤　栄仁 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 01:37:18帯広市43 182 大塚　裕紀 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ 01:37:40帯広市44 191 平　勇人 ﾀｲﾗ ﾊﾔﾄ 01:37:42音更町45 247 川島　悠登 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ 家畜保健衛生所 01:38:22帯広市46 160 新沼　仁 ﾆｲﾇﾏ ﾋﾄｼ 01:38:25池田町47 206 川原　章彦 ｶﾜﾊﾗ ｱｷﾋｺ 01:38:45帯広市48 260 安藤　慎吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 01:39:03帯広市49 204 加藤　全利 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 01:39:06北見市50 150 高田　勝也 ﾀｶﾀﾞ ｶﾂﾔ 01:39:51鶴居村print :2015/10/04 13:53:00 1/4 ページTimed by　アイサム



２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ 男子30歳～50歳未満 カナ 市町村51 165 藤島　宏和 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 十勝東部耕地 01:40:27帯広市52 158 鈴木　秀夫 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 01:40:32帯広市53 133 西川　義春 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾊﾙ 喜多組 01:41:01音更町54 264 細川　賢二 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｼﾞ 01:41:04帯広市55 216 高山　宗紀 ﾀｶﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ 北斗RC 01:41:14帯広市56 239 上妻　智博 ｶﾐﾂﾏ ﾄﾓﾋﾛ 01:41:19帯広市57 296 面谷　真 ﾒﾝﾀﾆ ﾏｺﾄ 01:41:25帯広市58 137 小林　牧人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷﾄ 十勝NOSAI 01:41:26幕別町59 105 岩岡　夢貴 ｲﾜｵｶ ﾕﾒﾀｶ 01:41:43幕別町60 175 今吉　誠 ｲﾏﾖｼ ﾏｺﾄ 緑走会 01:41:44帯広市61 185 増田　優貴 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 01:41:50音更町62 271 尾形　直樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 01:41:53広尾町63 275 竹村　幸二 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｼﾞ 中札内村役場 01:41:55中札内村64 136 青砥　修一 ｱｵﾄ ｼｭｳｲﾁ 01:42:34幕別町65 115 小川　高廣 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 帯広駐屯地 01:42:47帯広市66 288 中村　翔平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 01:43:19帯広市67 157 藤田　俊之 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 01:43:29帯広市68 103 橋野　文男 ﾊｼﾉ ﾌﾐｵ （株）東海日動パートナーズ北 01:43:49帯広市69 205 佐々木　崇将 ｻｻｷ ﾀｶﾏｻ Team S.K.T! 01:44:02音更町70 184 田邉　篤史 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 01:44:49帯広市71 231 田中　陽平 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 豊頃町 01:45:01豊頃町72 293 岩原　圭 ｲﾜﾊﾗ ｹｲ 01:45:08大樹町73 211 成田　道宣 ﾅﾘﾀ ﾐﾁﾉﾌﾞ 01:45:08札幌市74 166 佐々木　基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ @ 01:45:24帯広市75 169 吉村　朋幸 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 帯広ボクシングジム 01:45:30帯広市76 112 山岡　武志 ﾔﾏｵｶ ﾀｹｼ 01:45:38苫小牧市77 212 松岡　佳秀 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 01:45:59札幌市78 148 坂下　政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 帯広信金 01:46:00幕別町79 291 江原　優介 ｴﾊﾗ ﾕｳｽｹ 01:46:15大樹町80 284 長屋　彰典 ﾅｶﾞﾔ ｱｷﾉﾘ 01:46:29帯広市81 123 中村　一登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 帯広ランナーズ 01:46:40帯広市82 189 坂本　利幸 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 女満別UMC 01:47:20大空町83 274 鈴木　寛史 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 01:48:02函館市84 255 藤盛　泰行 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 01:48:05音更町85 168 Gaynor　Brian ｹﾞｲﾅｰ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 01:48:11室蘭市86 221 澤柳　秀人 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞﾄ 01:48:16大樹町87 287 千葉　一彦 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ 01:48:31清水町88 240 岩下　寛幸 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 01:48:37岡山県89 141 佐々木　健二 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 01:49:13音更町90 124 斉藤　修一 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 陸自４普連 01:49:20帯広市91 186 河崎　淳 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 01:49:21稚内市92 197 吉川　智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 01:49:23釧路市93 126 千葉　英樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 01:49:35帯広市94 167 山崎　良 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳ エヌエスプラント 01:49:50福岡県95 224 山岡　正弥 ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾔ 01:50:01帯広市96 254 櫻井　俊文 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 01:50:20幕別町97 270 八巻　文孝 ﾔﾏｷ ﾌﾐﾀｶ PASS 01:50:26釧路市98 232 林　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 01:50:58帯広市99 266 橋本　新 ﾊｼﾓﾄ ｱﾗﾀ 01:51:10帯広市100 173 吉田　正人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 01:51:12帯広市print :2015/10/04 13:53:00 2/4 ページTimed by　アイサム



２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ 男子30歳～50歳未満 カナ 市町村101 273 清水　直幸 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 鹿追消防署 01:51:38鹿追町102 257 東福寺　孝義 ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾀｶﾖｼ 01:51:57鹿追町103 263 神谷　智英 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 01:51:58音更町104 149 君ケ袋　晶 ｷﾐｶﾞﾌｸﾛ ｱｷﾗ 01:52:16釧路市105 243 金子　淳 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 01:52:19芽室町106 258 権守　新吾 ｺﾞﾝﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 01:52:32恵庭市107 192 大場　豊 ｵｵﾊﾞ ﾕﾀｶ 01:53:14大樹町108 171 中田　繁祐 ﾅｶﾀ ｼｹﾞﾏｻ 北北ダイハツ 01:53:31帯広市109 233 鈴木　智広 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ おびしんＲＣ 01:53:37音更町110 278 向井　淳一 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:53:48本別町111 142 寺嶋　直樹 ﾃﾗｼﾏ ﾅｵｷ ニッテン配合飼料 01:54:05帯広市112 235 鎌田　道義 ｶﾏﾀ ﾐﾁﾖｼ 01:55:06帯広市113 244 大宮　卓 ｵｵﾐﾔ ｽｸﾞﾙ 01:55:10帯広市114 213 黄木　謙 ｵｵｷ ｹﾝ SWAC 01:55:16東京都115 135 志賀　芳広 ｼｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 01:56:09帯広市116 261 松谷　直樹 ﾏﾂﾔ ﾅｵｷ 01:56:36江別市117 180 太田　祐治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 01:57:54広尾町118 108 吉田　宏幸 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 西江建設（株） 01:57:57帯広市119 277 太田　憲吾 ｵｵﾀ ｹﾝｺﾞ 01:58:05本別町120 152 千葉　晃二 ﾁﾊﾞ ｺｳｼﾞ 01:58:19幕別町121 251 西　進太郎 ﾆｼ ｼﾝﾀﾛｳ 01:58:34熊本県122 104 鈴木　健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 01:59:01大樹町123 147 西尾　克則 ﾆｼｵ ｶﾂﾉﾘ 帯広開発建設部 01:59:22帯広市124 127 菅野　誠仁 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾋﾄ 01:59:24帯広市125 199 浜頭　正弘 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾏｻﾋﾛ 幕別町役場 02:00:24帯広市126 262 高橋　智信 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ ザ本屋さん 02:01:12幕別町127 162 稲毛　勝 ｲﾅｹﾞ ﾏｻﾙ 帯広ATH 02:01:35帯広市128 219 田中　悟志 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 02:02:16帯広市129 229 北出　満利 ｷﾀﾃﾞ ﾐﾂﾄｼ 02:02:41清水町130 190 斉藤　真悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 02:02:45帯広市131 106 森本　琢 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸ 02:03:15札幌市132 236 小林　伸哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 02:03:30東京都133 268 石澤　守 ｲｼｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ チームまもる 02:03:30札幌市134 109 韮澤　豊 ﾆﾗｻﾜ ﾕﾀｶ 02:04:07上士幌町135 128 大野　典昭 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 02:04:18札幌市136 200 朝倉　淳一 ｱｻｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日本郵便 02:04:32大樹町137 116 髙橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 02:04:42芽室町138 259 島　崇之 ｼﾏ ﾀｶﾕｷ 02:05:07帯広市139 131 Ｓｔｅｐｈｅｎ　ＭｃＫｅａｎ 02:05:10広尾町140 172 保志　和弘 ﾎｼ ｶｽﾞﾋﾛ 02:05:30帯広市141 181 須田　敦 ｽﾀﾞ ｱﾂｼ 東部耕地出張所 02:07:24岩見沢市142 156 小高　健太郎 ｵﾀﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ 02:07:30帯広市143 295 武藏　大輔 ﾑｻｼ ﾀﾞｲｽｹ 02:08:24大樹町144 132 浅井　一彦 ｱｻｲ ｶｽﾞﾋｺ 浅岡工業（株） 02:08:24帯広市145 183 伊藤　義行 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 02:08:26釧路市146 252 濱田　直都 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 02:09:47幕別町147 188 小松　健児 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 02:10:47中札内村148 164 氏家　浩之 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾛﾕｷ 02:10:51音更町149 290 岩佐　進 ｲﾜｻ ｽｽﾑ 02:12:39士幌町150 194 川上　晃央 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ JARL十勝 02:14:15帯広市print :2015/10/04 13:53:00 3/4 ページTimed by　アイサム



２０１５　黄金道路　ひろおサンタランドマラソン 2015/10/04順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ 男子30歳～50歳未満 カナ 市町村151 170 時安　徹 ﾄｷﾔｽ ﾄｵﾙ 有限会社十勝リサイクル 02:15:26中札内村152 102 石岡　建也 ｲｼｵｶ ｹﾝﾔ 広尾町立病院 02:16:27広尾町153 202 石原　秀樹 ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 02:17:31広尾町154 208 大島　学 ｵｵｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 株式会社アウラ 02:17:48札幌市155 145 堀田　成郎 ﾎﾘﾀ ｼｹﾞｵ 02:20:28広尾町156 289 眞鍋　智光 ﾏﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐﾂ 02:20:51大樹町157 151 高木　伸泰 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ ニチベイ 02:22:51帯広市158 113 中西　弘 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ 北海道開発局 02:24:30札幌市159 203 阿曽　秀樹 ｱｿ ﾋﾃﾞｷ JAめむろ 02:24:57芽室町160 140 北口　浩之 ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 六華ランナーズ 02:25:04旭川市161 134 佐竹　大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 六華RC 02:25:04札幌市162 286 吉田　享平 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 02:26:42幕別町163 297 加藤　良則 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 02:27:20帯広市164 226 出口　延幸 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:27:53帯広市165 196 山田　和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 02:28:07音更町166 130 中田　成栄 ﾅｶﾀ ﾏｻﾖｼ 十勝バス 02:28:33広尾町167 119 松本　孝志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 十勝バス 02:28:33幕別町168 215 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 02:28:54幕別町169 241 倉谷　健司 ｸﾗﾔ ｹﾝｼﾞ 02:31:22帯広市170 269 太田　祐樹 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 02:36:12帯広市

print :2015/10/04 13:53:00 4/4 ページTimed by　アイサム


