
2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村1 1 土橋　晋也 ﾄﾞﾊﾞｼ ｼﾝﾔ アスリーツラボ 01:07:16札幌市2 2 酒井　洋明 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 北海道大学 01:08:22札幌市3 6 佐野　昌幸 ｻﾉ ﾏｻﾕｷ 北海道大学 01:08:57札幌市4 10 牧野　祐季 ﾏｷﾉ ﾕｳｷ 北海学園大学 01:09:23札幌市5 11 金内　健治 ｶﾈｳﾁ ｹﾝｼﾞ 作ＡＣ北海道 01:09:28札幌市6 23 斉藤　秀斗 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 空知陸協 01:11:13深川市7 620 武石　大地 ﾀｹｲｼ ﾀﾞｲﾁ 釧路厚生社 01:11:22釧路市8 24 佐藤　真吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ ＪＲ北海道 01:11:55札幌市9 5 坂東　翔太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 帯広自衛隊４連 01:12:15帯広市10 15 大越　護 ｵｵｺｼ ﾏﾓﾙ 札幌中央労基署 01:12:20札幌市11 18 廣川　和暉 ﾋﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ チーム０１５５ 01:12:42音更町12 34 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ オホーツクＡＣ 01:12:47北見市13 12 川瀬　育夢 ｶﾜｾ ｲｸﾑ 北海道大学 01:12:50札幌市14 380 中西　人士 ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ 白樺学園陸上部 01:12:54芽室町15 7 瀬能　拓真 ｾﾉｳ ﾀｸﾏ 北海学園大学 01:13:30石狩市16 14 柴田　曜 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳ 北海道大学 01:13:46札幌市17 40 瀬戸　一世 ｾﾄ ｲｯｾｲ 北海道大学 01:14:18札幌市18 32 三原　佑太 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀ 北極星ＡＣ 01:14:43札幌市19 39 網谷　勇俊 ｱﾐﾔ ﾀｹﾄｼ ＳＴＡＲ・ＲＣ 01:15:08札幌市20 37 川端　峰由紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾈﾕｷ 札幌市 01:15:37札幌市21 238 本多　脩馬 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳﾏ 帯広農業高校 01:15:57更別村22 20 中山　祐作 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｻｸ 北極星ＡＣ 01:16:03札幌市23 13 山崎　海杜 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾄ 北翔大学 01:16:33江別市24 579 山中　一輝 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｷ 作．ＡＣ北海道 01:16:57札幌市25 617 齊藤　大介 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 01:16:58恵庭市26 233 山本　剛 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ 帯広三条高校 01:17:37芽室町27 8 浅田　大晴 ｱｻﾀﾞ ﾀｲｾｲ 白樺学園高校 01:17:51音更町28 9 畑　耕太郎 ﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ 北海道大学 01:18:23札幌市29 479 馬場　敦志 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ ＮＴＴ札幌病院 01:18:30札幌市30 505 井上　恭彰 ｲﾉｳｴ ﾔｽｱｷ かほ 01:18:34登別市31 450 正野　祐介 ﾏｻﾉ ﾕｳｽｹ 下川小学校 01:18:38名寄市32 721 鬼頭　洋介 ｷﾄｳ ﾖｳｽｹ 北星学園大学 01:18:42札幌市33 654 大沼　龍之介 ｵｵﾇﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 北海道教育大学 01:18:58釧路市34 378 滝澤　拓海 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 01:19:02音更町35 609 古川　貴一 ﾌﾙｶﾜ ｷｲﾁ 帯広自衛隊 01:19:09帯広市36 49 野家　孝太 ﾉｲｴ ｺｳﾀ イブリジニー 01:19:50室蘭市37 451 若林　努 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 01:19:55札幌市38 235 塚林　遼 ﾂｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 帯広農業高校 01:20:06本別町39 530 高玉　浩平 ﾀｶﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ 苫小牧気分走会 01:20:27苫小牧市40 52 水越　孝幸 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾕｷ イブリジニー 01:20:30室蘭市41 372 川嶋　日陽 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾋ 帯広農業高校 01:20:33音更町42 345 大塚　祐希 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 帯広農業高校 01:20:56帯広市43 614 大家　智希 ｵｵﾔ ﾄﾓｷ 胆振総合振興局 01:21:04室蘭市44 811 重堂　慶伍 ｼﾞｭｳﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 自衛隊 01:21:46幕別町45 888 綱島　侑哉 ﾂﾅｼﾏ ﾕｳﾔ 自衛隊 01:21:57帯広市46 55 大久保　健太 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ 札幌よるかぜ 01:21:58札幌市47 26 諸藤　大悟 ﾓﾛﾌｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 武修館高校教員 01:22:10釧路市48 103 齋藤　旭 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ちばりよ～ＲＣ 01:22:14北広島市49 237 �川　元 ﾖｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 帯広農業高校 01:22:39足寄町50 102 瀧頭　宏行 ﾀｷｶﾞｼﾗ ﾋﾛﾕｷ 01:23:21札幌市print :2019/10/28 10:24:09 1/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村51 762 中村　和聖 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷﾖ 音更高校 01:24:35音更町52 35 高森　将太 ﾀｶﾓﾘ ｼｮｳﾀ 北翔大 01:25:20江別市53 311 村里　慎太郎 ﾑﾗｻﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 01:25:53士幌町54 352 野中　順聖 ﾉﾅｶ ｼﾞｭﾝｾｲ 01:25:55音更町55 374 谷口　蒼 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｵｲ 01:26:02室蘭市56 75 藤村　一也 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾔ アスリーツラボ 01:26:06札幌市57 47 森田　洋平 ﾓﾘﾀ ﾖｳﾍｲ オホーツクＡＣ 01:26:13北見市58 673 野宮　渉 ﾉﾐﾔ ﾜﾀﾙ 01:26:15帯広市59 152 堀籠　翔太 ﾎﾘｺﾞﾒ ｼｮｳﾀ 柏葉高校陸上部 01:26:19鹿追町60 506 塩　太生 ｼｵ ﾀｵ 苫ＲＵＮ’ｓ 01:26:25苫小牧市61 729 土橋　泰介 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾀｲｽｹ 01:26:36帯広市62 554 佐藤　大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 01:26:36札幌市63 447 馬場　元基 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾄｷ 01:27:17帯広市64 240 中田　悠翔 ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 白樺学園高校 01:27:53音更町65 816 太田　剛 ｵｵﾀ ﾀｹｼ 01:27:59芽室町66 474 齊藤　竜助 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 帯広第一病院 01:28:10帯広市67 107 加藤　豪 ｶﾄｳ ｽｸﾞﾙ 音更町役場 01:28:27音更町68 627 五十嵐　乃地 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲﾁ 清水高校陸上部 01:28:29帯広市69 395 阿部　祐也 ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ 01:28:42帯広市70 302 菊地　和成 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾅﾘ 糠内小 01:28:48幕別町71 912 高野　優之 ﾀｶﾉ ﾕｳﾉ 帯広自衛隊 01:28:58帯広市72 560 野沢　昌盛 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｼｹﾞ 01:29:01帯広市73 338 江藤　大悟 ｴﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 01:29:14帯広市74 455 堀　裕貴 ﾎﾘ ﾕｳｷ ちばりよ～ＲＣ 01:29:20江別市75 598 西川　弘紀 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｷ 編隊クラブ 01:30:10帯広市76 696 髙橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 01:30:11札幌市77 647 山本　航平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 西円山病院 01:30:26札幌市78 601 久保　達矢 ｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 足寄高校教員 01:31:00幕別町79 491 近藤　智久 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｻ 01:31:28帯広市80 851 宮澤　史臣 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐﾀｶ 01:31:32帯広市81 464 須藤　達也 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 01:31:34帯広市82 602 林中　健浩 ﾊﾔｼﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 道警帯広航空隊 01:31:52帯広市83 445 小形　博也 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾔ 帯トラ 01:32:03帯広市84 692 武岡　遼 ﾀｹｵｶ ﾘｮｳ 帯広畜産大学 01:32:06帯広市85 548 尾崎　太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 01:32:07佐呂間町86 842 天方　義智 ｱﾏｶﾀ ﾖｼﾄﾓ 01:32:16帯広市87 837 剱持　元希 ｹﾝﾓﾁ ﾓﾄｷ 01:32:25帯広市88 476 中原　拓也 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 芽室町 01:32:38芽室町89 637 本間　良介 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ 01:32:41帯広市90 537 山川　将志 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻｼ 堀田工業 01:33:17音更町91 328 青野　司 ｱｵﾉ ﾂｶｻ 01:33:25帯広市92 236 松崎　啓汰 ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲﾀ 帯広農業高校 01:33:45豊頃町93 143 堀崎　裕史 ﾎﾘｻｷ ﾕｳｼ 十勝陸協 01:33:57音更町94 772 吉田　慶太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 01:34:01幕別町95 444 澤田　雄太 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ ＲＣレンジャー 01:34:09千歳市96 858 杉浦　篤志 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｼ 01:34:21芽室町97 695 鈴木　久崇 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾀｶ 北大病院 01:34:32江別市98 462 八木　隆太郎 ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 01:34:36札幌市99 536 大平　晃輝 ｵｵﾋﾗ ｺｳｷ 01:35:38帯広市100 388 加藤　敏秀 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 01:35:48帯広市print :2019/10/28 10:24:09 2/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村101 800 高坂　亮汰 ﾀｶｻｶ ﾘｮｳﾀ 01:35:50帯広市102 830 外山　佳裕 ﾄﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 01:35:56帯広市103 224 髙橋　大成 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ 帯広畜産大学 01:35:59帯広市104 448 平野　裕喜 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 01:36:05帯広市105 703 福井　謙太 ﾌｸｲ ｹﾝﾀ 札幌市 01:36:07札幌市106 526 齋藤　岳人 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾄ 01:36:18帯広市107 588 水本　会人 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶｲﾄ 01:36:27神奈川県108 495 杉田　円和 ｽｷﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 田岡走 01:36:48音更町109 550 横田　秀治 ﾖｺﾀ ｼｭｳｼﾞ 消防走遊会 01:37:03大樹町110 925 松本　和也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 01:37:04帯広市111 564 玉木　暖 ﾀﾏｷ ﾀﾞﾝ 01:37:05帯広市112 557 石橋　歩大 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾕﾀ 帯広柏葉高校 01:37:31帯広市113 913 根本　将希 ﾈﾓﾄ ﾏｻｷ 帯広柏葉高校 01:37:31帯広市114 683 大金　修平 ｵｵｶﾞﾈ ｼｭｳﾍｲ りらくる 01:37:33帯広市115 405 鮫元　健人 ｻﾒﾓﾄﾀｹﾄ 01:37:45釧路市116 689 田島　由基 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 編隊クラブ 01:37:46群馬県117 468 武野　純一郎 ﾀｹﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 成田武野事務所 01:37:50札幌市118 507 佐藤　彰紘 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 01:37:59帯広市119 558 黒澤　拓也 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾔ 01:38:02帯広市120 850 吉村　元博 ﾖｼﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 01:38:08札幌市121 735 菊地　優樹 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 01:38:14帯広市122 347 朝井　拓馬 ｱｻｲ ﾀｸﾏ 01:38:22豊頃町123 713 田辺　章 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 01:38:39清水町124 513 金崎　哲平 ｶﾈｻﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ うさおＲＣ 01:38:39札幌市125 708 岡本　哲典 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 西松建設 01:38:53札幌市126 628 川西　貴宏 ｶﾜﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 01:39:00帯広市127 336 岩田　健二朗 ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ 01:39:25帯広市128 804 堀口　宗一朗 ﾎﾘｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 01:39:53帯広市129 681 金子　哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 01:39:54札幌市130 559 金子　颯 ｶﾈｺ ﾊﾔﾃ かねちゃんず 01:39:55帯広市131 543 舘　弘之 ﾀﾁ ﾋﾛﾕｷ 01:39:58札幌市132 886 福井　俊介 ﾌｸｲ ｼｭﾝｽｹ 01:40:10深川市133 600 長倉　宏樹 ﾅｶﾞｸﾗ ﾋﾛｷ 北海道大学 01:40:17札幌市134 514 井手　直也 ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ ＤＫＬ 01:40:18札幌市135 660 荒木　徹 ｱﾗｷ ﾄｵﾙ 01:40:30札幌市136 502 宮本　健一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 九州屋 01:40:33帯広市137 318 中西　裕貴 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 01:40:40帯広市138 624 石垣　秀樹 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 01:40:53旭川市139 873 森　慶太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 01:41:15帯広市140 472 大塚　麻直人 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾄ Ｄ活部 01:41:33帯広市141 661 清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 六花亭製菓 01:41:35帯広市142 477 貝塚　将馬 ｶｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾏ 釧路町 01:41:45釧路町143 458 西内　優太 ﾆｼｳﾁ ﾕｳﾀ 01:41:59帯広市144 452 岡野　智宏 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 01:42:11埼玉県145 803 鴇田　航 ﾄｷﾀ ﾜﾀﾙ 01:42:15帯広市146 542 村上　俊文 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾌﾐ 帯広厚生病院 01:42:16帯広市147 356 栗原　智浩 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾋﾛ わかふじ寮 01:42:38新得町148 581 若林　秀貴 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 01:42:45更別村149 752 持田　悠太 ﾓﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 01:43:03帯広市150 485 森重　秀之 ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:43:03別海町print :2019/10/28 10:24:09 3/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村151 545 増田　翼 ﾏｽﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ハイブリッジ 01:43:05倶知安町152 4990 小林　友和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ 01:43:08帯広市153 520 榎田　亮太 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 佐々木ＲＣ 01:43:08札幌市154 726 室崎　佑斗 ﾑﾛｻﾞｷ ﾕｳﾄ 01:44:09帯広市155 630 堤　光平 ﾂﾂﾐ ｺｳﾍｲ 01:44:19士幌町156 565 蓑野　晴一 ﾐﾉﾉ ｾｲｲﾁ 01:44:27帯広市157 490 吉田　尚樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 01:44:38栗山町158 909 後藤　昂平 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 01:44:46札幌市159 473 石坂　大地 ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ Ｄ活部 01:44:53芽室町160 684 村上　雄太 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀ 01:44:53芦別市161 361 佐々木　信人 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾄ 01:44:55帯広市162 707 佐藤　裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 十勝毎日新聞社 01:44:56帯広市163 643 佐藤　光司郎 ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 帯広畜産大学 01:45:14帯広市164 812 大山　凌芽 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 01:45:26清水町165 834 三觜　大輔 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 01:45:27帯広市166 389 森重　雅也 ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｻﾔ 01:45:32清水町167 313 内山　仁 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾄｼ 01:45:43帯広市168 339 森　健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 01:45:47帯広市169 603 原田　大貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 01:45:48浦幌町170 368 江嶋　孝希 ｴｼﾞﾏ ﾀｶｷ 第５後方支援隊 01:45:52帯広市171 319 梶浦　優晴 ｶｼﾞｳﾗ ﾏｻﾊﾙ 01:46:11帯広市172 459 石崎　広也 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛﾔ 東苗穂病院 01:46:14札幌市173 646 藤村　修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 帯広市 01:46:18帯広市174 827 宮武　慎也 ﾐﾔﾀｹ ｼﾝﾔ 鎌田醤油 01:46:19帯広市175 690 石丸　礼央 ｲｼﾏﾙ ﾚｵ 日専連旭川 01:46:22旭川市176 667 前原　邦彦 ﾏｴﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 01:46:38帯広市177 566 岩原　圭 ｲﾜﾊﾗ ｹｲ 大樹消防走遊会 01:46:42帯広市178 794 佐々木　一真 ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ 01:46:51音更町179 798 井上　健司朗 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾛｳ 01:46:56帯広市180 590 宇野　文人 ｳﾉ ﾌﾐﾄ 01:47:01札幌市181 466 後藤　良浩 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 01:47:09札幌市182 549 多賀谷　尚弘 ﾀｶﾞﾔ ﾅｵﾋﾛ 01:47:09札幌市183 383 小椋　楓真 ｵｸﾞﾗ ﾌｳﾏ 白樺学園陸上部 01:47:13音更町184 793 藤崎　隼貴 ﾌｼﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｷ 01:47:16帯広市185 323 ＣＡＯ　ＤＩＮＨ　ＮＧＵＹＥＮ ｶｵ ﾃﾞｨﾝ ｸﾞｴﾝ 01:47:23帯広市186 525 古屋　拓真 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ ｓｉｄｅ－Ｂ 01:47:32札幌市187 471 阿部　英二 ｱﾍﾞ ｴｲｼﾞ Ｄ活部 01:47:39帯広市188 573 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ＲＣ佐々木 01:47:42札幌市189 493 奥村　航 ｵｸﾑﾗ ｺｳ 呼人 01:47:45網走市190 541 林　佑弥 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 佐々木ＲＣ 01:47:56札幌市191 584 大前　慶尚 ｵｵﾏｴ ﾖｼﾋｻ 広尾マリン 01:48:02広尾町192 919 松本　颯太 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ 01:48:09帯広市193 504 三木田　亮 ﾐｷﾀ ｱｷﾗ 無職ではない 01:48:30苫小牧市194 586 伊崎　崇 ｲｻﾞｷ ﾀｶｼ 01:48:33札幌市195 694 国本　貴之 ｸﾆﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 01:49:10本別町196 652 名波　登帝 ﾅﾜ ﾄﾓﾀﾀﾞ 01:49:23帯広市197 750 中井　幹也 ﾅｶｲ ﾐｷﾔ 宮坂建設工業 01:49:49帯広市198 676 柴田　大雅 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 北海道教育大 01:49:58釧路市199 488 萩原　裕也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛﾔ 01:50:01帯広市200 556 小野寺　一磨 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾏ 編隊クラブ 01:50:04帯広市print :2019/10/28 10:24:09 4/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村201 881 懸　直行 ｶｹ ﾅｵﾕｷ 01:50:07帯広市202 902 鈴木　大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 01:50:09帯広市203 861 五嶋　大介 ｺﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 01:50:12帯広市204 467 宿野部　由将 ｼｭｸﾉﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ フロンティア 01:50:14釧路市205 419 鎌田 龍路 ｶﾏﾀ ﾘｭｳｼﾞ 01:50:24帯広市206 691 田中　涼 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 帯広畜産大学 01:50:26帯広市207 765 瀬町　佳久 ｾﾏﾁ ﾖｼﾋｻ 01:50:28清水町208 677 高津　祐也 ﾀｶﾂ ﾕｳﾔ 更別村役場 01:50:37更別村209 645 沼田　航 ﾇﾏﾀ ﾜﾀﾙ 01:50:43札幌市210 317 前田　隆晃 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ 01:50:44帯広市211 446 山口　隆司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 01:50:50帯広市212 417 赤瀬 太一 ｱｶｾ ﾀｲﾁ 01:50:55帯広市213 461 宇佐美　恒明 ｳｻﾐ ｺｳﾒｲ 01:51:03帯広市214 782 森川　拓哉 ﾓﾘｶﾜ ﾀｸﾔ 01:51:09神奈川県215 626 得字　佑亜 ﾄｸｼﾞ ﾕｳｱ 01:51:09音更町216 732 山本　賢一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 01:51:12札幌市217 714 友二　張江 ﾊﾘｴ ﾕｳｼﾞ 01:51:15釧路市218 702 小川　高廣 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 01:51:29釧路市219 315 國信　優 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾏｻﾙ 01:51:30釧路市220 572 稲用　昌之 ｲﾅﾓﾁ ﾏｻﾕｷ 01:51:32帯広市221 333 稲垣　雅人 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾄ 01:51:35帯広市222 740 岸本　凌弥 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 01:51:36帯広市223 324 佐々木　錬太郎 ｻｻｷ ﾚﾝﾀﾛｳ 01:51:38帯広市224 822 西田　善郎 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼｵ 01:52:01帯広市225 346 稲村　大佑 ｲﾅﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 01:52:04豊頃町226 135 木瀬　拓也 ｷｾ ﾀｸﾔ 01:52:17帯広市227 618 越智　大輔 ｵﾁ ﾀﾞｲｽｹ 01:52:18釧路市228 836 小田桐　史弥 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 01:52:19音更町229 621 樺山　祐 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾕｳ 大日本住友製薬 01:52:21札幌市230 797 伊藤　光太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 01:52:26帯広市231 819 高田　大志 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:52:27音更町232 366 橋爪　政人 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾄ 01:52:30帯広市233 773 村上　孝徳 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾉﾘ 留寿都村役場 01:52:31留寿都村234 434 城戸 悠輔 ｷﾄﾞ ﾕｳｽｹ 01:52:33帯広市235 382 牧野　岳登 ﾏｷﾉ ｶﾞｸﾄ 01:52:38帯広市236 659 堀井　健吾 ﾎﾘｲ ｹﾝｺﾞ 体育教師 01:52:41札幌市237 648 大山　良皓 ｵｵﾔﾏ ﾖｼｱｷ 01:52:45旭川市238 736 大嶋　良祐 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 01:53:01帯広市239 774 森　雄太郎 ﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 北海道大学 01:53:07札幌市240 305 福田　健悟 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 01:53:15音更町241 666 福田　智樹 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓｷ コスモ食品 01:53:16帯広市242 563 平田　聖哉 ﾋﾗﾀ ｾｲﾔ 01:53:17音更町243 674 谷口　椋 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 01:53:18士幌町244 623 塚本　大介 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:53:19札幌市245 809 有馬　隆史 ｱﾘﾏ ﾀｶﾌﾐ チームナベ勝つ 01:53:25音更町246 668 相澤　勇佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ ＣＳ 01:53:27千歳市247 855 鎌田　知秀 ｶﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 01:53:28帯広市248 712 大谷　優太 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾀ 01:53:41帯広市249 429 濱中　基 ﾊﾏﾅｶ ﾓﾄｲ 01:53:44帯広市250 915 上出　祥貴 ｶﾐﾃﾞ ﾖｼｷ 陸上自衛隊 01:53:47帯広市print :2019/10/28 10:24:09 5/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村251 796 政田　啓樹 ﾏｻﾀﾞ ﾋﾛｷ 01:53:50札幌市252 534 清水　克政 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾏｻ 01:54:09幕別町253 535 坂本　直樹 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 01:54:10砂川市254 363 佐藤　尚樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 01:54:14帯広市255 571 岡　拳太郎 ｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 01:54:15幕別町256 353 松田　直大 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾀ 01:54:19帯広市257 599 木幡　毅啓 ｺﾊﾀ ﾄｼﾊﾙ 編隊クラブ 01:54:20帯広市258 430 村川　哲広 ﾑﾗｶﾜ ﾃﾂﾋﾛ 01:54:27音更町259 322 ＨＯＡＮＧ　ＴＨＥ　ＬＩＮＨ ﾎｱﾝ ﾃｨ ﾘﾝ 01:54:28帯広市260 431 小森　雄造 ｺﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 01:54:29芽室町261 384 杉野　真介 ｽｷﾞﾉ ｼﾝｽｹ 01:54:31帯広市262 678 奈知　辰昂 ﾅﾁ ﾀﾂｱｷ 01:54:33厚岸町263 481 中祖　正三 ﾅｶｿ ｼｮｳｿﾞｳ 01:54:42旭川市264 442 島田　崇広 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:54:45釧路市265 497 小田代　唯人 ｵﾀﾞｼﾛ ﾕｲﾄ 十勝リハ 01:54:46帯広市266 749 相澤　亮佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ベストステイ 01:54:49小樽市267 792 渡邊　郁弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 01:54:49清水町268 847 勝又　顕 ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾗ 帯広協会病院 01:54:56帯広市269 744 下川　優人 ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾄ 01:55:02札幌市270 610 青木　孝浩 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 01:55:09帯広市271 596 川崎　龍太朗 ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 01:55:27豊富町272 309 鎌田　弾 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾞﾝ 01:55:38鹿追町273 615 加嶋　慎也 ｶｼﾏ ｼﾝﾔ ＫＲＣ 01:55:51札幌市274 805 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 01:56:17帯広市275 806 髙橋　理久 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 道立農業大学校 01:56:23本別町276 632 原尾　浩平 ﾊﾗｵ ｺｳﾍｲ 01:56:27千歳市277 583 萩野　匠哉 ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾔ 北海道庁 01:56:28札幌市278 738 伊原　麟玖 ｲﾊﾗ ﾘﾝｸ 01:56:29羽幌町279 605 三浦　貴浩 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 01:56:40旭川市280 882 菅原　賢也 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾔ 01:56:44広尾町281 917 及川　啓太朗 ｵｲｶﾜ ｹｲﾀﾛｳ 01:56:50札幌市282 697 居上　郁 ｲｶﾞﾐ ｲｸﾐ 01:56:51札幌市283 848 岸部　竜次 ｷｼﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 01:56:53室蘭市284 769 安村　大樹 ﾔｽﾑﾗ ﾀｲｷ 01:56:54帯広市285 585 佐藤　啓介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 01:57:00札幌市286 441 岡本　健一 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 元気一番堂 01:57:25埼玉県287 835 佐藤　哲平 ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 01:57:30札幌市288 484 臼木　透 ｳｽｷ ﾄｵﾙ 協立病院 01:57:31帯広市289 670 平山　椋太 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 01:57:37恵庭市290 701 杉山　裕一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 北斗病院 01:57:42帯広市291 636 水間　龍太朗 ﾐｽﾞﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 陸上自衛隊 01:57:44帯広市292 706 松木　大典 ﾏﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ 01:57:49札幌市293 340 菅原　拓也 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 01:57:57帯広市294 883 山崎　孔明 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾒｲ 01:58:01帯広市295 4992 宮川　拓人 ﾐﾔｶﾜ ﾀｸﾄ 01:58:02296 870 和田　遼 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 01:58:06札幌市297 923 佐藤　拓弥 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 01:58:12帯広市298 399 関　拓哉 ｾｷ ﾀｸﾔ 01:58:17東京都299 412 齊藤　瑠吾 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｺﾞ 01:58:25音更町300 810 桐原　仁 ｷﾘﾊﾗ ｼﾞﾝ 01:58:29帯広市print :2019/10/28 10:24:09 6/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村301 781 坂井　優介 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 01:58:41倶知安町302 638 伊藤　宗一朗 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 01:58:46帯広市303 306 山本　直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 01:58:51帯広市304 758 大澤　謙太 ｵｵｻﾜ ｹﾝﾀ 01:58:51芽室町305 860 武田　和磨 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 01:58:53帯広市306 342 吉井　今日汰 ﾖｼｲ ｷｮｳﾀ 01:58:53帯広市307 625 蹴揚　竣斗 ｹｱｹﾞ ｼｭﾝﾄ 道立緑ヶ丘病院 01:59:03帯広市308 357 船戸　義仁 ﾌﾅﾄ ﾖｼﾋﾄ 01:59:06音更町309 838 三木　寛之 ﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 01:59:07帯広市310 890 野原　晃弥 ﾉﾊﾗ ｺｳﾔ JAめむろ 01:59:09帯広市311 723 関口　幸憲 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾘ 01:59:10帯広市312 853 石垣　拓麻 ｲｼｶﾞｷ ﾀｸﾏ 01:59:13帯広市313 852 迫　知輝 ﾊｻﾞﾏ ﾄﾓｷ 01:59:14帯広市314 856 河合　聖太 ｶﾜｱｲ ｼｮｳﾀ 01:59:14帯広市315 303 東海林　浩人 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾄ 01:59:15音更町316 892 金田　翼 ｶﾈﾀ ﾂﾊﾞｻ 01:59:20幕別町317 314 類家　雄大 ﾙｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 01:59:20帯広市318 392 滝谷　健太朗 ﾀｷﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 01:59:27神奈川県319 719 岩井　康平 ｲﾜｲ ｺｳﾍｲ 佐々木ＲＣ 01:59:33札幌市320 669 小高　孝太 ｺﾀﾞｶ ｺｳﾀ 01:59:49恵庭市321 376 秋江　亮太 ｱｷｴ ﾘｮｳﾀ 道勝運輸 01:59:57幕別町322 456 久保　正博 ｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 02:00:06芽室町323 546 榊原　卓也 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 釧路市立病院 02:00:07釧路市324 398 庄内　直人 ｼｮｳﾅｲ ﾅｵﾄ 02:00:12帯広市325 547 肱岡　建徳 ﾋｼﾞｵｶ ﾀｹﾉﾘ 帯広畜産大学 02:00:18帯広市326 826 木村　雄植 ｷﾑﾗ ﾕｳｼ 02:00:22帯広市327 924 新原　一真 ﾆｲﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 02:00:23鶴居村328 829 阿部　卓哉 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 02:00:37音更町329 589 柴田　明宏 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 02:00:48音更町330 663 野口　佳生 ﾉｸﾞﾁ ｶｾｲ 02:00:57浦幌町331 756 田守　翼 ﾀﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 02:00:59新得町332 508 美藤　敬博 ﾋﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 02:01:02帯広市333 370 植松　孝祐 ｳｴﾏﾂ ｺｳｽｹ 02:01:04帯広市334 387 追杉　元裕 ｵｲｽｷﾞ ﾓﾄﾋﾛ 02:01:10帯広市335 656 前畑　圭則 ﾏｴﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ 02:01:20釧路市336 871 豊口　直哉 ﾄﾖｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 02:01:20江別市337 745 水谷　学 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾞｸ ＪＲ北海道 02:01:20帯広市338 316 國信　誠 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ 02:01:34帯広市339 487 土田　哲広 ﾂﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 02:01:35帯広市340 906 Lustre　Lee ﾙｽﾄﾚ ﾘｰ フォレスト 02:01:43帯広市341 644 川口　謙二 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 北農研センター 02:01:50芽室町342 330 山本　岳人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾄ 02:01:50帯広市343 500 守谷　圭介 ﾓﾘﾔ ｹｲｽｹ 02:02:05釧路市344 722 竹内　優貴 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 札内農協 02:02:13幕別町345 715 松尾　謙人 ﾏﾂｵ ｹﾝﾄ 釧路水産指導所 02:02:16厚岸町346 613 中本　武志 ﾅｶﾓﾄ ﾀｹｼ ＪＲ北海道 02:02:17釧路市347 857 杉村　尭大 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 02:02:24幕別町348 381 河瀬　伸祥 ｶﾜｾ ﾉﾌﾞﾖｼ 02:02:52幕別町349 904 三船　彰太 ﾐﾌﾈ ｼｮｳﾀ かんぽ生命 02:03:02帯広市350 718 小亀　正二 ｺｶﾞﾒ ｼｮｳｼﾞ 02:03:06釧路市print :2019/10/28 10:24:09 7/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村351 575 小関　寛也 ｺｾｷ ﾄﾓﾔ 02:03:16帯広市352 332 北　陵平 ｷﾀ ﾘｮｳﾍｲ 02:03:16帯広市353 875 三木　貴史 ﾐｷ ﾀｶﾌﾐ 帯広畜産大学 02:03:17帯広市354 406 野呂田　新 ﾉﾛﾀｼﾝ 02:03:22釧路市355 421 堀井 碧 ﾎﾘｲ ｱｵｲ 02:03:31小樽市356 334 國枝　未来 ｸﾆｴﾀﾞ ﾐﾗｲ 02:03:35音更町357 926 宗宮　光 ｿｳﾐﾔ ﾋｶﾙ 帯畜大ＯＢ 02:03:37帯広市358 631 泉　敬典 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ 02:03:40帯広市359 651 橋本　武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 02:03:51札幌市360 523 長谷川　望 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 02:04:08茨城県361 832 蓑島　翔一 ﾐﾉｼﾏ ｼｮｳｲﾁ 02:04:24帯広市362 814 齊藤　元晃 ｻｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ 十勝総合振興局 02:04:25帯広市363 641 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 02:04:32帯広市364 341 髙木　伸一 ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ 02:04:53帯広市365 400 星　光明 ﾎｼ ﾐﾂｱｷ 02:04:58帯広市366 872 山内　雅喜 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ 道立農業大学校 02:05:03本別町367 824 高橋　圭太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 02:05:03帯広市368 369 河部　栄賜 ｶﾜﾍﾞ ｴｲｼ 02:05:07帯広市369 580 渡部　敏広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ たかさき事務所 02:05:11札幌市370 521 福田　翔 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 02:05:11中標津町371 486 堀内　翔太 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 02:05:24帯広市372 672 藤井　嘉人 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾄ 02:05:34札幌市373 532 武藤　大樹 ﾑﾄｳ ﾀﾞｲｷ 進藤病院 02:05:39旭川市374 327 髙野　凌 ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 02:05:44帯広市375 864 村岡　真也 ﾑﾗｵｶ ｼﾝﾔ 02:05:48上士幌町376 496 今田　貴弘 ｺﾝﾀ ﾀｶﾋﾛ 北海道 02:05:55札幌市377 784 三浦　宗也 ﾐｳﾗ ｿｳﾔ 02:06:13札幌市378 426 土居　勧矢 ﾄﾞｲ ｹﾝﾔ 02:06:29大阪府379 325 太田　光宣 ｵｵﾀ ﾐﾂﾉﾘ 02:06:36帯広市380 868 永原　伸哉 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾔ 02:06:46清水町381 401 斎藤　大生 ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 02:06:53苫小牧市382 653 中久保　昂 ﾅｶｸﾎﾞ ｺｳ 編隊クラブ 02:06:55帯広市383 391 稲垣　篤彦 ｲﾅｶﾞｷ ｱﾂﾋｺ 02:06:59札幌市384 501 長江　正太郎 ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 02:07:19帯広市385 916 中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 帯広食検 02:07:22帯広市386 416 本田 晴樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 02:07:24中札内村387 658 堀内　大輝 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｷ 北海道放送 02:07:26札幌市388 301 和渕　保則 ﾜﾌﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 02:07:30帯広市389 397 大久保　悟志 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｼ 02:07:33本別町390 698 跡辺　冬馬 ｱﾄﾍﾞ ﾄｳﾏ 徳洲会病院 02:07:38音更町391 844 髙木　涼太 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 02:07:45幕別町392 343 小田　優一 ｵﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 02:07:50音更町393 795 中村　健人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 02:07:53帯広市394 612 山下　展 ﾔﾏｼﾏ ﾋﾗｸ 02:07:53釧路市395 877 小川　裕生 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 02:07:58札幌市396 700 鎌田　裕介 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 02:08:05釧路市397 422 丸尾　慶樹 ﾏﾙｵ ﾖｼｷ 02:08:15音更町398 841 佐々木　堂晃 ｻｻｷ ﾀｶｱｷ 02:08:16帯広市399 304 坂井　希晶 ｻｶｲ ｷｼｮｳ 02:08:17帯広市400 428 酒井　恒太朗 ｻｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 02:08:25幕別町print :2019/10/28 10:24:09 8/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村401 335 姜　皓 ｼﾞｬﾝ ﾊｵ 02:08:40豊頃町402 629 松島　和也 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ 02:08:50上士幌町403 354 中釜　尚人 ﾅｶｶﾞﾏ ﾅｵﾄ 02:08:57帯広市404 759 染谷　惇志 ｿﾒﾔ ｱﾂｼ 02:09:17札幌市405 362 佐藤　元希 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 02:09:17帯広市406 457 藤井　翔 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳ 02:09:23神奈川県407 813 高道　隼人 ﾀｶﾐﾁ ﾊﾔﾄ 02:09:26帯広市408 519 大宮　孝志 ｵｵﾐﾔ ﾀｶｼ 平庄商店 02:09:27根室市409 734 開米　弘哉 ｶｲﾏｲ ｺｳﾔ 02:09:36帯広市410 427 漆原　成人 ｳﾙｼﾊﾗ ﾅﾘﾋﾄ 02:09:43帯広市411 731 森脇　広貴 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｷ 02:09:54根室市412 355 小笠原　佳希 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｼｷ 02:09:55札幌市413 849 岡嶋　将人 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 02:10:08長沼町414 739 開米　祐紀 ｶｲﾏｲ ﾕｳｷ 北海道拓殖バス 02:10:13帯広市415 402 北村　彰宏 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 02:10:14帯広市416 436 金澤　匠 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 02:10:30帯広市417 435 山本　慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 02:10:30帯広市418 662 石原　拓美 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 02:10:33帯広市419 650 齋藤　健吾 ｻｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 02:10:35中標津町420 709 野田　卓見 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 02:10:40札幌市421 512 渡邊　啓夢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 02:10:44旭川市422 887 柴田　慎也 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 02:10:46帯広市423 413 大坪　翔平 ｵｵﾂﾎﾞｼｮｳﾍｲ 02:10:48帯広市424 308 春木　耕平 ﾊﾙｷ ｺｳﾍｲ 02:10:56帯広市425 469 小田　圭佑 ｵﾀﾞ ｹｲｽｹ ＨＲＣ 02:11:29札幌市426 409 後藤　陸吾 ｺﾞﾄｳ ﾘｸｺﾞ 02:11:32札幌市427 788 川口　直樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 02:11:37帯広市428 914 東　賢 ｱﾂﾞﾏ ｹﾝ 02:11:42帯広市429 538 野崎　寛一 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 02:11:56上士幌町430 897 高橋　拓真 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ 02:12:30帯広市431 846 島田　捷太郎 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 02:13:04帯広市432 843 中嶋　悠人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 02:13:19帯広市433 801 菅野　紘平 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ 02:13:19帯広市434 907 阿部　弘毅 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 02:13:22芽室町435 908 佐藤　一弥 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 02:13:23帯広市436 619 池田　侑平 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 02:13:32帯広市437 807 滝石　賢汰 ﾀｷｲｼ ｹﾝﾀ 02:13:32帯広市438 478 下川原　大地 ｼﾓｶﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 緑ケ丘ＳＣ 02:14:07帯広市439 358 濵谷　亮斗 ﾊﾏﾔ ﾘｮｳﾄ チームナベ勝つ 02:14:10音更町440 359 新福　佑人 ｼﾝﾌﾟｸ ﾕｳﾄ チームナベ勝つ 02:14:11音更町441 393 神谷 僚一 ｶﾐﾔ ﾘｮｳｲﾁ 02:14:14東京都442 552 坂本　達也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ ＲＵＮ－ＳＯＳ 02:14:23札幌市443 390 渡辺　啓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 02:14:27帯広市444 720 菅原　庸平 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｳﾍｲ 02:14:43札幌市445 693 小笠原　剛 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹｼ 02:14:46網走市446 757 勝野　駿太 ｶﾂﾉ ｼｭﾝﾀ 02:15:09上士幌町447 492 菅野　孝行 ｶﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 帯広厚生病院 02:15:20帯広市448 350 友景　喜紀 ﾄﾓｶｹﾞ ﾖｼﾉﾘ 02:15:29帯広市449 728 渡邊　和久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ 02:15:30東京都450 787 大森　朔人 ｵｵﾓﾘ ｻｸﾄ 02:15:32帯広市print :2019/10/28 10:24:09 9/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村451 482 鈴川　裕基 ｽｽﾞｶﾜ ﾕｳｷ 02:15:36大樹町452 420 沼田 陵真 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾏ 02:15:43小樽市453 591 安藤　翔 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ Ｒｏｕｔｅ１２ 02:16:24岩見沢市454 522 青木　祐太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ アストラゼネカ 02:16:25帯広市455 775 佐藤　功涼 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 02:16:35帯広市456 622 吉村　雅 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｼ 02:16:38釧路市457 859 大山　勇太郎 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 02:16:39帯広市458 453 宮井　健介 ﾐﾔｲ ｹﾝｽｹ 02:16:43札幌市459 509 加藤　駿 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 02:16:49倶知安町460 616 田中　雅久 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｻ 02:16:52室蘭市461 465 喜多　達志 ｷﾀ ｻﾄｼ 02:16:55帯広市462 533 谷風　元康 ﾀﾆｶｾﾞ ﾓﾄﾔｽ りらくる 02:16:59帯広市463 551 小玉　翔 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳ 02:17:02帯広市464 483 奈良　岳人 ﾅﾗ ｶﾞｸﾄ 爺遊館 02:17:10帯広市465 517 田中　剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 02:17:16音更町466 863 伊藤　稔基 ｲﾄｳ ﾄｼｷ 02:17:18帯広市467 808 太田　征希 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 02:17:19帯広市468 705 藤崎　素之 ﾌｼﾞｻｷ ﾓﾄﾕｷ 北海道庁 02:17:35大空町469 761 沖津　佑馬 ｵｷﾂ ﾕｳﾏ トヨタレンタ 02:17:57釧路市470 900 矢嶋　光一 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 02:18:11豊頃町471 529 佐藤　佳太朗 ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 02:18:17稚内市472 737 福田　健助 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｽｹ 02:18:24苫前町473 779 八杉　響 ﾔｽｷﾞ ﾋﾋﾞｷ 02:18:29帯広市474 866 佐々木　悠真 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 02:18:29帯広市475 675 加賀　裕章 ｶｶﾞ ﾋﾛｱｷ 02:18:36上士幌町476 743 山﨑　晃貴 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 02:18:37帯広市477 365 大江　透 ｵｵｴ ﾄｵﾙ 02:18:43帯広市478 730 中神　丈浩 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｹﾋﾛ 無所属 02:18:47大樹町479 823 篠原　翔 ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳ 02:18:49千歳市480 569 上田　洸喜 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 02:19:04札幌市481 880 楠田　広大 ｸｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 02:19:24標茶町482 711 栗田　雄斗 ｸﾘﾀ ﾕｳﾄ 02:19:52帯広市483 833 山本　剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 02:20:30更別村484 367 佐賀　浩太 ｻｶﾞ ｺｳﾀ 02:20:36帯広市485 918 齊藤　充哉 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾔ 02:21:24帯広市486 415 星 輝彦 ﾎｼ ﾃﾙﾋｺ 02:21:25幕別町487 840 橋本　博興 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｵｷ 02:21:37帯広市488 664 山本　岳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ あいの里 02:21:43札幌市489 893 東原　聡宏 ﾄｳﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 02:21:45幕別町490 385 高沢　亮 ﾀｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 02:21:47音更町491 845 船戸　哲人 ﾌﾅﾄ ﾃﾂﾋﾄ 02:21:48帯広市492 414 平田 博史 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｼ 02:22:09帯広市493 771 加藤　亮太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 北斗病院 02:22:15芽室町494 831 横尾　大樹 ﾖｺｵ ﾀﾞｲｷ 02:22:59帯広市495 679 飯沼　直也 ｲｲﾇﾏ ﾅｵﾔ 帯広徳洲会病院 02:23:24音更町496 727 草森　勇輝 ｸｻﾓﾘ ﾕｳｷ 02:23:29帯広市497 747 神田　健斗 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 02:23:39帯広市498 921 福田　峻 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 02:23:52新得町499 717 加藤　俊紀 ｶﾄｳ ﾄｼｷ 釧路農改 02:23:53釧路市500 439 奈良　祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 02:23:57帯広市print :2019/10/28 10:24:09 10/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村501 597 高橋　隆宏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 02:24:06帯広市502 518 横山　広起 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 02:24:07帯広市503 593 三上　佳祐 ﾐｶﾐ ｹｲｽｹ 02:24:11帯広市504 326 馬場　健太 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾀ 02:25:03帯広市505 379 安保　翔太 ｱﾝﾎﾟ ｼｮｳﾀ 02:25:16大樹町506 568 澁谷　智弥 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 南富良野独走会 02:25:18南富良野507 898 中嶋　祐哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 02:25:37帯広市508 604 高橋　啓輔 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 帯広第一病院 02:25:47帯広市509 499 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 02:26:28兵庫県510 574 石田　恵多 ｲｼﾀﾞ ｹｲﾀ 02:26:37帯広市511 649 鹿野　哲 ｼｶﾉ ｻﾄｼ 02:26:52東京都512 349 進藤　央斗羽 ｼﾝﾄﾞｳ ｵﾄﾜ 02:27:17士幌町513 373 佐藤　裕斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 三洋興熱（株） 02:27:29帯広市514 480 石黒　俊行 ｲｼｸﾞﾛ ﾄｼﾕｷ 02:27:39音更町515 607 船木　圭吾 ﾌﾅｷ ｹｲｺﾞ 02:27:42釧路市516 724 椛山　龍雅 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ 桑園整形外科 02:27:43札幌市517 454 栗林　潤 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 02:27:52帯広市518 753 菊地　一世 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾔ 02:28:09鶴居村519 377 東藤　仁 ﾄｳﾄﾞｳ ﾋｻｼ 02:28:23帯広市520 320 後藤　廉世 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝｾ 帯広トレーニング 02:28:32帯広市521 475 吉田　嵩 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 02:28:42帯広市522 783 嘉成　遥紀 ｶﾅﾘ ﾊﾙｷ ＵＳＥＮ 02:28:47東京都523 331 岸　章太郎 ｷｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 02:29:50帯広市524 854 加藤　俊生 ｶﾄｳ ﾄｼｷ 02:29:52帯広市525 903 田島　智成 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾅﾘ 02:30:00帯広市526 337 杉浦　章太 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳﾀ 02:30:02帯広市527 763 橋場　俊輝 ﾊｼﾊﾞ ﾄｼｷ 02:30:03帯広市528 789 佐野　明 ｻﾉ ｱｷﾗ ＪＲ北海道 02:30:41帯広市529 321 太田　陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 帯広トレーニング 02:30:59帯広市530 432 山田　淳二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 02:31:09帯広市531 770 南　昌宏 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 02:31:19帯広市532 778 木村　恒平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 02:31:28帯広市533 821 名和田　晃則 ﾅﾜﾀ ｱｷﾉﾘ 02:31:50帯広市534 524 菊地　昭吾 ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 白ゆり 02:32:09札幌市535 699 星野　和夫 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｵ ケーエス 02:33:09苫小牧市536 741 川村　芳輝 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｷ 釧路農改中西部 02:33:25釧路市537 634 丸山　太一 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 北央電装 02:34:55富良野市538 470 石黒　雄大 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾀ 02:34:56神奈川県539 396 林　大輔 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 02:35:12帯広市540 879 村上　智哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 02:35:46帯広市541 869 梶山　夢人 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕﾒﾄ 02:35:48帯広市542 874 北村　晴也 ｷﾀﾑﾗ ｾｲﾔ 02:35:53帯広市543 780 目時　琳太郎 ﾒﾄｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 02:36:33帯広市544 682 笹木　哉技 ｻｻｷ ﾄｼｷ 02:37:40広尾町545 611 宇垣　亮佑 ｳｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 02:38:07別海町546 733 沓　憲吾 ｸﾂ ｹﾝｺﾞ ＨＡＣＯ 02:38:08帯広市547 680 大槻　勝也 ｵｵﾂｷ ｶﾂﾔ ジジ 02:38:09釧路市548 901 伊勢　将哉 ｲｾ ﾏｻﾔ 02:38:23帯広市549 862 田辺　一記 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ バドミントン 02:38:32帯広市550 802 矢田　龍馬 ﾔﾀ ﾘｮｳﾏ 02:38:53東京都print :2019/10/28 10:24:10 11/111 ページTimed by　アイサム



2019　フードバレーとかちマラソン大会 2019/10/27順位 氏名 記録ｾﾞｯｹﾝ 所属クラブハーフ　一般男子高校生～34歳以下 カナ 市町村551 438 前川　雄音 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾄ 02:39:21芽室町552 411 佐々木　惇 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 02:39:41音更町553 410 宮原　雄星 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｾｲ 02:39:41音更町554 555 田野　智也 ﾀﾉ ﾄﾓﾔ 02:40:15帯広市555 375 三宅　平 ﾐﾔｹ ﾀｲﾗ 02:40:28帯広市556 785 渡辺　翔平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 02:40:30帯広市557 498 森岡　俊幸 ﾓﾘｵｶ ﾄｼﾕｷ 02:40:57帯広市558 878 杉山　寛弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔ 02:41:15釧路市559 351 宮川　優 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳ 02:41:18音更町560 329 鈴木　俊広 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 02:41:29芽室町561 790 小田中　宇宙 ｵﾀﾞﾅｶ ｿﾗ 02:41:39本別町562 725 藤井　正興 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｵｷ 02:41:52帯広市563 437 梅田　昌範 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 02:42:16帯広市564 751 菊地　友也 ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 02:42:27帯広市565 767 中井　貴章 ﾅｶｲ ﾀｶｱｷ 02:44:01清水町566 540 小松　佑輔 ｺﾏﾂ ﾕｳｽｹ ＪＧＫ 02:45:13別海町567 920 森　隆景 ﾓﾘ ﾀｶｱｷﾗ 02:45:28新得町568 567 永井　洋平 ﾅｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 南富良野独走会 02:45:30南富良野569 503 清水　輝夫 ｼﾐｽﾞ ﾃﾙｵ 体育第四研究室 02:46:13室蘭市570 528 町田　恭一 ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 02:46:28士幌町571 927 仲上　教裕 ﾅｶｶﾞﾐ ﾉﾘﾋﾛ 02:46:45小樽市572 635 大尾　怜 ﾀﾞｲｵ ﾚｲ 晴美倶楽部 02:47:29千葉県573 515 小林　一宏 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 02:48:13札幌市574 516 相川　諒 ｱｲｶﾜ ﾘｮｳ 02:48:15札幌市575 494 甲斐　照和 ｶｲ ﾃﾙｶｽﾞ 02:48:37苫小牧市576 344 佐藤　和磨 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 02:49:05帯広市577 825 山下　一斗 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾄ 02:49:50帯広市578 348 藤村　卓矢 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 02:50:36士幌町579 786 横矢　幸平 ﾖｺﾔ ｺｳﾍｲ 02:52:43帯広市580 776 石川　太基 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 02:52:49帯広市581 896 原口　貴翔 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾄ エキロラン 02:53:01帯広市582 894 佐藤　雄大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ エキロラン 02:53:02帯広市583 746 依田　大樹 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 陸別町役場 02:53:45陸別町584 688 佐賀山　友哉 ｻｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ アルク 02:54:14札幌市585 865 相馬　尚翔 ｿｳﾏ ﾅｵﾄ 02:54:47帯広市586 799 佐藤　勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 02:55:11帯広市587 424 太田　晃平 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 02:55:53音更町588 408 赤松　大輔 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 02:56:12札幌市589 407 星　翔 ﾎｼ ｼｮｳ 02:56:13札幌市590 418 山田　浩司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 02:56:18帯広市591 657 伊藤　直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 住友生命 02:56:35釧路市592 742 水戸部　伸伍 ﾐﾄﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 02:56:56北見市593 760 川村　拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ ＪＲ北海道 02:57:54帯広市594 820 橋本　佳祐 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 02:59:40音更町595 911 齋藤　昂大 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 02:59:40帯広市596 570 西嶋　俊哉 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄｼﾔ 02:59:48帯広市597 687 渋谷　浩太郎 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ 03:05:58音更町598 587 中村　啓二 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ アルク 03:05:59札幌市print :2019/10/28 10:24:10 12/111 ページTimed by　アイサム


