
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 男子中学生～30歳未満 カナ 市町村1 74 坂東　翔太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 帯広四普連持続走 01:14:15帯広市2 35 松本　凌 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 帯広自衛隊 01:15:08帯広市3 38 工藤　健斗 ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 01:15:34幕別町4 50 山崎　海杜 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 白樺学園 01:16:21音更町5 49 高坂　凌太 ﾀｶｻｶ ﾘｮｳﾀ 白樺学園 01:17:49芽室町6 76 山中　康司 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ 鹿追農村青年会 01:18:37鹿追町7 37 大倉　祥吾 ｵｵｸﾗ ｼｮｳｺﾞ 公務員 01:20:56帯広市8 55 石原　達雄 ｲｼﾊﾗ ﾀﾂｵ 01:21:25浦河町9 22 大坂　悠 ｵｵｻｶ ﾕｳ 広尾高等学校 01:21:55広尾町10 48 高森　将太 ﾀｶﾓﾘ ｼｮｳﾀ 01:22:21帯広市11 41 瀬上　雅人 ｾﾉｳｴ ﾏｻﾄ 01:22:22大樹町12 32 澤田　洋助 ｻﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 01:24:01帯広市13 66 苫米地　慎平 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 01:25:25新得町14 51 宮本　翔馬 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾏ 北海道士幌高等学校 01:25:27清水町15 1 上野　貴志 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 黄金道路走り隊 01:25:42富良野市16 71 藤井　慎平 ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾍﾟｲ 01:26:18新ひだか町17 59 宗宮　光 ｿｳﾐﾔ ﾋｶﾙ 01:28:57帯広市18 40 横田　秀治 ﾖｺﾀ ｼｭｳｼﾞ 消防走遊会TeamTaiki 01:29:25大樹町19 88 野沢　昌盛 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｼｹﾞ 帯広畜産大学 01:29:33帯広市20 63 小形　博也 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾔ 帯トラ 01:30:34帯広市21 30 古関　直人 ｺｾｷ ﾅｵﾄ 広尾町役場 01:30:36広尾町22 13 堤　大輝 ﾂﾂﾐ ﾋﾛｷ 広尾高等学校 01:31:08広尾町23 24 横山　輝明 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 北海道広尾高等学校 01:32:22えりも町24 45 平田　純也 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 広尾町立広尾中学校 01:32:51広尾町25 87 大塚　裕司 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 帯広畜産大学 01:34:39帯広市26 5 須藤　智也 ｽﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ 01:35:02広尾町27 23 吉田　拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 広尾高等学校 01:35:03広尾町28 84 竹中　潤樹 ﾀｹﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ 01:35:41恵庭市29 42 佐野　涼介 ｻﾉ ﾘｮｳｽｹ 01:35:47士幌町30 25 林　佳佑 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 広尾高等学校 01:36:17広尾町31 2 小山　翔太 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ 01:37:08広尾町32 60 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ ㈱モノリス 01:39:26室蘭市33 33 田村　純平 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 自衛隊４連２中 01:40:11帯広市34 9 舩田　雄貴 ﾌﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 広尾高校 01:40:12広尾町35 18 中山　翔 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 広尾高等学校 01:40:13広尾町36 61 八木　健治 ﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ 十勝総合振興局 01:40:49帯広市37 64 喜多　達志 ｷﾀ ｻﾄｼ ランズエックス 01:42:06帯広市38 46 藤田　湧斗 ﾌｼﾞﾀ ﾜｸﾄ 鹿追町立瓜幕中学校 01:43:04鹿追町39 28 杉澤　佳祐 ｽｷﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 広尾町役場 01:44:01広尾町40 83 高田　潤一 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:44:30広尾町41 75 satou　naoki ｻﾄｳ ﾅｵｷ 01:45:22帯広市42 57 小熊　健二 ｵｸﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 01:45:28帯広市43 29 石澤　憲也 ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 01:46:18広尾町44 70 西内　優太 ﾆｼｳﾁ ﾕｳﾀ 01:46:27札幌市45 80 奥山　文弥 ｵｸﾔﾏ ﾌﾐﾔ 01:47:26大樹町46 4 林　康二郎 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞﾛｳ 01:49:43広尾町47 17 中村　塁 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 01:50:49広尾町48 69 鈴木　佑弥 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 01:52:01帯広市49 79 中西　亮太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 01:52:49帯広市50 81 林　北斗 ﾊﾔｼ ﾎｸﾄ 01:53:01帯広市print :2015/10/04 13:52:43 1/2 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 男子中学生～30歳未満 カナ 市町村51 67 佐藤　義行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 01:53:10帯広市52 36 松浦　峻大 ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝﾀ 01:55:26芽室町53 65 西嶋　俊哉 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄｼﾔ 01:57:23帯広市54 62 柳町　崇弘 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾀｶﾋﾛ 厚田はまなす園 01:58:23石狩市55 68 中山　文樹 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐｷ 01:58:33鹿追町56 89 中川　崇義 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ 北海道教育大学 01:58:45岩見沢市57 27 志民　昂太 ｼﾀﾐ ｺｳﾀ 北海道広尾高等学校 02:01:41広尾町58 54 石垣　雄太 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳﾀ 02:01:53音更町59 86 飯嶋　自朗 ｲｲｼﾞﾏ ﾖﾘｱｷ 02:01:59恵庭市60 85 鈴木　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 北海道教育大学 02:02:29岩見沢市61 53 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 02:02:36帯広市62 72 森　年成 ﾓﾘ ﾄｼﾅﾘ 森石材 02:02:59音更町63 34 久保田　一朗 ｸﾎﾞﾀ ｲﾁﾛｳ 陸上自衛隊 02:03:45帯広市64 56 村上　陽介 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｽｹ 02:04:50音更町65 82 高木　涼太 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 02:04:56大樹町66 39 岡　拳太郎 ｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 02:07:58幕別町67 10 梨木　渉 ﾅｼｷ ﾜﾀﾙ 広尾高等学校 02:09:17広尾町68 8 佐々木　太士 ｻｻｷ ﾀｲｼ 広尾高等学校 02:09:24広尾町69 16 山内　英治 ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞ 02:09:37広尾町70 15 久野　真敏 ｸﾉ ﾏｻﾄｼ 広尾高校 02:11:56広尾町71 73 金曽　将哉 ｶﾈｿ ﾏｻﾔ 02:15:16帯広市72 11 荒関　星弥 ｱﾗｾｷ ｾｲﾔ 北海道広尾高等学校 02:15:21広尾町73 19 但野　彦徳 ﾀﾀﾞﾉ ｹﾝﾄｸ 広尾高校 02:16:50広尾町74 6 後藤　雄平 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾍｲ 広尾町役場 02:16:55広尾町75 43 大井　研人 ｵｵｲ ｹﾝﾄ 02:16:57大樹町76 58 宮川　拓也 ﾐﾔｶﾜ ﾀｸﾔ 02:18:27幕別町77 78 清水　成洋 ｼﾐｽﾞ ﾅﾘﾋﾛ 02:24:49帯広市78 31 清野　和之 ｾｲﾉ ｶｽﾞﾕｷ （株）ノースプロダクション広尾 02:34:06広尾町79 77 福永　翔平 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 02:37:01帯広市80 52 藤井　宏樹 ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 02:37:31広尾町
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