
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5km 男子一般（高校生含む） カナ 市町村1 5255 黒坂　宏哉 ｸﾛｻｶ ﾋﾛﾔ 00:18:18幕別町2 5245 兼山　幸記 ｶﾈﾔﾏ ｺｳｷ 日高振興局 00:18:59浦河町3 5222 佐藤　光志 ｻﾄｳ ﾐﾂｼ 00:21:30帯広市4 5221 須田　泰広 ｽﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 00:21:55芽室町5 5205 福山　良夫 ﾌｸﾔﾏ ﾖｼｵ 00:22:02帯広市6 5262 里舘　一成 ｻﾄﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾅﾘ 00:22:15帯広市7 5215 佐藤　拓人 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 広尾高校 00:22:32広尾町8 5261 土田　哲広 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 00:22:33豊頃町9 5223 破入　正名 ＳＲＣ９０４ 00:22:42札幌市10 5266 斎藤　栄二 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 00:22:48帯広市11 5217 髙瀨　雄大 ﾀｶｾ ﾕｳﾀﾞｲ 広尾髙等学校 00:23:01広尾町12 5219 長谷川　済司 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 札幌市役所ＭＣ 00:23:05札幌市13 5216 増田　隼人 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 広尾高校 00:23:17広尾町14 5257 石川　貴規 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ カッパ倶楽部 00:23:25札幌市15 5206 織井　翔 ｵﾘｲ ｼｮｳ 00:23:25東京都16 5256 伊藤　傑 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 札幌病院 00:23:27札幌市17 5225 住野谷　岳史 ｽﾐﾉﾔ ﾀｹｼ 日高信用金庫広尾支店 00:23:30広尾町18 5252 辻　拓哉 ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 00:23:54芽室町19 5234 滝口　則文 ﾀｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾌﾐ 00:24:09帯広市20 5267 稲盛　潤平 ｲﾅﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍｲ 00:24:17帯広市21 5214 二本柳　遼飛 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾄ 広尾高等学校 00:24:27広尾町22 5202 西川　智也 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 株式会社上組 00:24:33広尾町23 5259 川口　哲矢 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 00:25:07帯広市24 5248 金澤　雅輝 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻｷ 00:25:10帯広市25 5236 木本　敏昭 ｷﾓﾄ ﾄｼｱｷ 00:25:45帯広市26 5227 柴崎　宏治 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 日高信金広尾支店 00:25:52広尾町27 5237 保井　忠 ﾔｽｲ ﾀﾀﾞｼ カッパ倶楽部 00:26:21千歳市28 5249 伊林　裕介 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 00:26:37幕別町29 5251 鹿野　努 ｼｶﾉ ﾂﾄﾑ 00:26:43札幌市30 5253 加納　一繁 ｶﾉｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 00:26:55帯広市31 5204 中山　仁 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 株式会社上組 00:26:57広尾町32 5239 大野　邦彦 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｺ 公立芽室病院 00:26:59芽室町33 5231 南方　紳司 ﾐﾅｶﾀ ｼﾝｼﾞ 00:27:09埼玉県34 5229 松田　孝志 00:27:14帯広市35 5246 大井　保 ｵｵｲ ﾀﾓﾂ 広尾道路事務所 00:27:16広尾町36 5210 金森　誠 ｶﾅﾓﾘ ﾏｺﾄ 純足走ろう会 00:27:27音更町37 5244 土岐　哲広 ﾄﾞｷ ﾃﾂﾋﾛ 00:27:39帯広市38 5224 鎌田　一寿 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 00:27:58広尾町39 5250 中井　光一郎 ﾅｶｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 00:28:11帯広市40 5240 石川　信夫 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 00:29:13帯広市41 5241 鈴木　守 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 00:30:38芽室町42 5226 佐々木　尚志 ｻｻｷ ﾀｶｼ 日高信金広尾支店 00:31:08広尾町43 5211 木戸　啓太 ｷﾄﾞ ｹｲﾀ 広尾高等学校 00:31:26広尾町44 5228 谷藤　英之 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 日高信用金庫 00:31:33広尾町45 5201 柳川　洋一 00:31:54広尾町46 5263 茂野　洋輔 ｼｹﾞﾉ ﾖｳｽｹ 00:32:18帯広市47 5209 町田　己千代 帯広ランナーズ 00:33:10帯広市48 5242 工藤　一則 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 00:33:11帯広市49 5247 伊藤　孝展 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 00:33:35帯広市50 5208 宮下　昇 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 00:33:36帯広市print :2015/10/04 13:56:42 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5km 男子一般（高校生含む） カナ 市町村51 5243 小丹枝　和哉 ｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ 00:34:14帯広市52 5218 関口　久 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 帯広ランナーズ 00:34:57帯広市53 5230 長南　勝 ｵｻﾅﾐ ﾏｻﾙ 00:35:18帯広市54 5213 福田　典彦 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 広尾高校 00:37:09広尾町55 5254 川村　尚彦 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋｺ 空知の風 00:37:52岩見沢市56 5235 林　親 ﾊﾔｼ ﾁｶｼ 00:38:24江別市57 5207 織井　稔 ｵﾘｲ ﾐﾉﾙ 十勝グレーンセンター 00:40:12広尾町58 5203 豊下　武博 ﾄﾖｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 株式会社上組 00:43:05広尾町59 5265 関根　清志 ｾｷﾈ ｷﾖｼ 協立病院 00:43:15帯広市60 5260 出田　真喜 ﾃﾞﾀ ﾏｻｷ 協立病院 00:43:15帯広市
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