
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50歳以上 カナ 市町村1 427 平岡　幸彦 ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾋｺ 北海道マラソンクラブ 01:20:04芽室町2 315 十川　泰夫 ﾄｶﾞﾜ ﾔｽｵ ＹＲＣ 01:22:48札幌市3 392 河津　祐二 ｶﾜﾂ ﾕｳｼﾞ 赤レンガ走友会 01:24:29小樽市4 345 武田　文男 ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ 01:25:35帯広市5 412 土田　泰史 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽｼ 慶愛 01:28:19音更町6 322 高橋　慎 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 01:30:08浦幌町7 356 工藤　司 ｸﾄﾞｳ ﾂｶｻ 苫小牧気分走会 01:30:53苫小牧市8 416 澤田　雅由 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 01:31:09帯広市9 421 市川　秀樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 帯広信用金庫 01:33:02帯広市10 405 菊地　克浩 ｷｸﾁ ｶﾂﾋﾛ 新得町役場 01:33:14新得町11 331 山越　新一 ﾔﾏｺｼ ｼﾝｲﾁ 帯広ビル管理 01:35:03芽室町12 377 丸岡　秀幸 ﾏﾙｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:36:28帯広市13 396 喜多　進 ｷﾀ ｽｽﾑ 喜多組 01:36:37帯広市14 425 松本　卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 01:36:49札幌市15 415 德冨　義則 ﾄｸﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ 01:37:17江別市16 400 鳥本　鋭二 ﾄﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ 株式会社　曽我 01:38:12音更町17 326 小川　伸一 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 01:38:15帯広市18 330 藤山　徳偉 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾖｼｲ 01:39:07帯広市19 406 向　孝信 ﾑｶｲ ﾀｶﾉﾌﾞ RUN－札幌 01:39:42札幌市20 407 古藤　敏文 ｺﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 自由人倶楽部 01:39:52帯広市21 424 芳賀　直務 ﾊｶﾞ ﾅｵﾑ 01:40:01札幌市22 313 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市役所 01:40:06帯広市23 426 井原　康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 幕別町忠類 01:40:31幕別町24 335 中橋　邦夫 ﾅｶﾊｼ ｸﾆｵ 帯広ボクシングジム 01:41:07帯広市25 391 高橋　照二 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 赤レンガ走友会 01:41:11江別市26 378 小山　智彦 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 01:41:32帯広市27 368 畑中　栄和 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 01:41:52新得町28 380 加藤　茂範 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 大正富山医薬品 01:42:01帯広市29 408 小山　喜広 ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 01:42:07帯広市30 316 中島　伸幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:42:13帯広市31 390 千葉　昭好 ﾁﾊﾞ ｱｷﾖｼ 01:43:18帯広市32 432 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ４普連２中 01:44:02帯広市33 327 羽賀　宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 01:44:36札幌市34 409 諏訪　新一 ｽﾜ ｼﾝｲﾁ 5AA 01:45:21音更町35 431 米谷　圭史 ﾖﾈﾔ ｹｲｼﾞ 01:45:34帯広市36 381 米澤　稔 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 帯トラ 01:45:36帯広市37 351 小原　秀樹 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 帯広ランナーズ 01:46:44帯広市38 419 角玄　勇 ｶｸｹﾞﾝ ｲｻﾑ 北海道ホテル 01:47:24帯広市39 333 西山　幹夫 ﾆｼﾔﾏ ﾐｷｵ 01:47:41釧路市40 404 石井　功 ｲｼｲ ｲｻｵ 01:47:45大樹町41 309 佐藤　克幸 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ 帯広建設管理部 01:47:59帯広市42 310 澤田　孝広 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:48:45帯広市43 393 岩田　明賀 ｲﾜﾀ ｱｷﾖｼ 春風新太郎 01:49:09浦河町44 422 南部　修一 ﾅﾝﾌﾞ ｼｭｳｲﾁ 01:49:46当別町45 402 渡辺　聡之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 01:49:57音更町46 403 竹田　孝夫 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｵ 忠類ＴＲＣ 01:50:14幕別町47 305 新井　重直 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾅｵ 01:50:18帯広市48 397 山岸　剛 ﾔﾏｷﾞｼ ﾂﾖｼ 01:50:25新ひだか町49 428 橋本　憲庸 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾂﾈ ピロラン走れば治る 01:50:26帯広市50 336 石澤　千代喜 ｲｼｻﾞﾜ ﾁﾖｷ 清水四十雀Ｆ．Ｃ 01:50:58清水町print :2015/10/04 13:53:12 1/3 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50歳以上 カナ 市町村51 384 有働　孝弘 ｳﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ㈱有働鉄工所 01:51:11帯広市52 366 斧田　稔行 ｵﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 帯広ランナーズ 01:51:32芽室町53 417 野久　武 ﾉﾋｻ ﾀｹｼ 01:52:12帯広市54 341 小千田　薫 ｺｾﾝﾀﾞ ｶｵﾙ 帯広警察署 01:53:19帯広市55 362 前田　和彦 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 01:53:22帯広市56 337 加藤　秀夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 01:53:28帯広市57 410 高野　誠二 ﾀｶﾉ ｾｲｼﾞ 01:53:32帯広市58 399 森　建 ﾓﾘ ｹﾝ 01:53:36帯広市59 395 猿渡　孝 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 八千代RC 01:53:45芽室町60 420 渡部　功次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 上川総合振興局 01:53:57旭川市61 304 山本　輝男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｵ 浦幌町役場 01:53:57浦幌町62 360 尾坂　康一 ｵｻｶ ｺｳｲﾁ 帯広ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 01:54:33音更町63 414 酒井　賢二 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ ホクレン 01:55:11帯広市64 338 野地　武廣 ﾉﾁﾞ ﾀｹﾋﾛ 01:56:19帯広市65 373 橘井　勇二 ｷﾂｲ ﾕｳｼﾞ 01:58:11音更町66 411 西本　浩二 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 01:58:23帯広市67 308 斎藤　啓吉 ｻｲﾄｳ ｹｲｷﾁ グレィシャー旭川 01:58:33旭川市68 382 小野寺　一彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ アーバンハウス 01:58:54帯広市69 334 八重﨑　俊幸 ﾔｴｻｷ ﾄｼﾕｷ 01:59:03江別市70 376 杉村　博美 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾐ 01:59:41音更町71 318 兼古　晃一 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ 札幌時計台ＲＣ 01:59:47札幌市72 394 下村　秀浩 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 浦河しもむら電気 02:00:06浦河町73 383 高橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 帯広市 02:00:08帯広市74 329 郡山　祐司 ｺｵﾘﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札内北小学校 02:00:10帯広市75 314 伊藤　孝司 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 帯広ランナーズ 02:00:30帯広市76 303 水野　勝義 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾖｼ 新三郷楽走会 02:00:39埼玉県77 364 三浦　統 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 北の大地倶楽部 02:01:09帯広市78 353 東海林　正文 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏｻﾌﾐ データベース 02:01:40遠軽町79 339 中島　純 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 02:01:40砂川市80 430 佐々木　和則 ｻｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 02:02:00新得町81 370 林　敏博 ﾊﾔｼ ﾄｼﾋﾛ 公立芽室病院 02:02:55芽室町82 340 中川　勉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 02:03:43帯広市83 325 戸松　隆透 ﾄﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 帯広アップル 02:03:56帯広市84 348 大西　芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ つるのおじさん 02:04:12音更町85 332 鈴木　昭雄 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 十勝バス 02:04:54帯広市86 324 大井　惠 ｵｵｲ ｻﾄｼ 三井住友海上 02:04:59音更町87 401 笹島　誠一 ｻｻｼﾞﾏ ｾｲｲﾁ 闘魂ランナーズ 02:05:02恵庭市88 363 渡辺　勝雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 02:05:40帯広市89 367 工藤　章裕 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 帯広第一病院 02:09:14帯広市90 346 鈴木　克昌 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 02:09:54北広島市91 320 後藤　祐司 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 02:10:08広尾町92 374 高野　宏之 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 02:10:13士幌町93 386 永田　耕司 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 02:10:33帯広市94 423 飯田　次郎 ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 02:11:12帯広市95 372 児玉　優次 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 02:11:35芽室町96 323 石橋　仁 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾄｼ 02:11:48広尾町97 302 山口　勉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 02:12:30帯広市98 319 渡辺　喬 02:12:34大阪府99 306 佐藤　英嗣 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 02:13:44帯広市100 375 菊地　敏男 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 02:14:04帯広市print :2015/10/04 13:53:12 2/3 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50歳以上 カナ 市町村101 371 小林　光樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞｭ 02:14:15宮城県102 311 越智　武 ｵﾁ ﾀｹｼ 苫小牧市 02:15:22苫小牧市103 350 久保田　雄次 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 日本高圧RC 02:15:33札幌市104 361 会田　勉 ｱｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ 02:16:23帯広市105 359 浦　長衞 ｳﾗ ﾁｮｳｴ 新得やすらぎ荘 02:18:42鹿追町106 342 菊地　良幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 02:18:50広尾町107 379 川添　卓司 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｶｼ 02:20:35札幌市108 349 名倉　正敏 ﾅｸﾗ ﾏｻﾄｼ 帯広ランナ-ズ 02:22:06帯広市109 357 小島　清司 ｺｼﾞﾏ ｷﾖｼ おさんぽ倶楽部 02:22:09帯広市110 328 小野寺　正次 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 帯広トレーニングクラブ 02:22:40帯広市111 312 紺野　政樹 ｺﾝﾉ ﾏｻｷ 02:23:17帯広市112 307 渋川　祐二 ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｼﾞ 02:23:49池田町113 321 宮下　勝 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾙ 札幌羊ケ丘ＲＣ 02:26:21札幌市114 355 小見山　隆視 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 02:29:53札幌市115 317 白木　勝彦 ｼﾗｷ ｶﾂﾋｺ 02:32:47帯広市116 429 高見　守亮 ﾀｶﾐ ﾓﾘｱｷ 02:33:33帯広市
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