
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5ｋｍ　中学生男子 カナ 市町村1 5994 尾池　庄翔 ｵｲｹ ｼｮｳﾄ 札幌北陽 00:15:29札幌市2 5995 葛西　慶人 ｶｻｲ ｹｲﾄ 札幌あいの里東 00:15:43札幌市3 5912 今泉　岳土 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ 十勝陸上クラブ 00:15:55帯広市4 5999 乾　渉大 ｲﾇｲ ｼｮｳﾀ 大樹中学校 00:16:03大樹町5 5936 服部　那琉 ﾊｯﾄﾘ ﾅﾙ 下音中陸上部 00:16:24音更町6 6018 佐々木　朱里 ｻｻｷ ｼｭﾘ 00:16:38音更町7 6000 向井　和玖 ﾑｶｲ ﾜｸ 芽室中陸上部 00:16:39芽室町8 5963 佐藤　朝埜 ｻﾄｳ ｱｻﾄ 00:16:48音更町9 6013 及川　悠真 ｵｲｶﾜ ﾕｳﾏ 帯広南町中学校 00:16:57帯広市10 5961 種村　悠斗 ﾀﾈﾑﾗ ﾕｳﾄ 00:17:00大樹町11 5918 石川　翔大 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 緑南中学校 00:17:02音更町12 6010 反橋　　怜央 ｿﾘﾊｼ ﾚｵ 下音更中学校 00:17:08音更町13 5913 北原　有人 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾄ 下音更中学校 00:17:26音更町14 5941 野口　善太郎 ﾉｸﾞﾁ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 下音更中野球部 00:17:30音更町15 5920 �川　仁里 ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾘ ありがとう牧場 00:17:33足寄町16 6016 三好　宏樹 ﾐﾖｼ ﾋﾛｷ 芽室中学校 00:17:33芽室町17 5917 脇坂　太詞 ﾜｷｻﾞｶ ﾀｲｼ 00:17:38帯広市18 5956 中村　有吾 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 00:18:11幕別町19 5976 板橋　悠駕 ｲﾀﾊﾞｼ ﾕｳｶﾞ 朝里中学校 00:18:15小樽市20 5923 今村　心温 ｲﾏﾑﾗ ｼｵﾝ 00:18:16帯広市21 5989 斎藤　陽来 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 00:18:17更別村22 5908 原田　翔生 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｷ 00:18:22帯広市23 5903 髙島　陽太 ﾀｶｼﾏ ﾖｳﾀ 下音中陸上部 00:18:24音更町24 5945 樋田　周聖 ﾋﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 下音更中陸上部 00:18:25音更町25 6014 吉田　翔和 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾜ 帯広南町中学校 00:18:26帯広市26 6015 上原　拓磨 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 芽室中学校 00:18:27芽室町27 6017 中村　一翔 ﾅｶﾑﾗ ｲｯﾄ 芽室中学校 00:18:28芽室町28 6004 松本　翔成 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 芽室中陸上部 00:18:36芽室町29 5960 三宅　亮太朗 ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 00:18:38池田町30 5921 奥村　直人 ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾄ 00:18:39新得町31 6009 佐々木　大樹 ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 下音更中学校 00:18:43音更町32 6001 長谷川　瑛生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾙｷ 00:18:48帯広市33 6006 高橋　駿斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 芽室中学校 00:18:49芽室町34 5914 土井　大和 ﾄﾞｲ ﾔﾏﾄ 下音更中学校 00:18:51音更町35 5977 田中　仁一朗 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 千歳勇舞中 00:18:53千歳市36 5906 末田　健祐 ｽｴﾀ ｹﾝｽｹ 00:18:54更別村37 5904 三浦　創介 ﾐｳﾗ ｿｳｽｹ 00:18:56更別村38 5981 中山　智拓 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 石狩花川中 00:18:58石狩市39 5919 山本　瑠已斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲﾄ 00:19:01音更町40 5973 寺谷　凌 ﾃﾗﾔ ﾘｮｳ 00:19:02帯広市41 5942 坂本　鼓太朗 ｻｶﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 下音更中野球部 00:19:05音更町42 5951 白幡　仁 ｼﾗﾊﾀ ｼﾞﾝ 00:19:08音更町43 5953 佐久間　渓介 ｻｸﾏ ｹｲｽｹ 下音更中野球部 00:19:14音更町44 5901 高森　太陽 ﾀｶﾓﾘ ﾀｲﾖｳ 00:19:20音更町45 5970 工藤　晴矢 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾔ 緑ケ丘ＳＣ 00:19:30帯広市46 5971 鈴木　碧泉 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 緑ケ丘ＳＣ 00:19:31帯広市47 5938 田村　悠 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 下音更中野球部 00:19:34音更町48 5939 長屋　秋太 ﾅｶﾞﾔ ｼｭｳﾀ 下音更中野球部 00:19:39音更町49 5928 山下　竜玖 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｸ 00:19:39帯広市50 5968 柴田　優太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 00:19:40札幌市print :2019/10/28 10:24:16 80/111 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5ｋｍ　中学生男子 カナ 市町村51 5946 佐藤　敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 下音更中野球部 00:19:42音更町52 5959 小森　航太 ｺﾓﾘ ｺｳﾀ 00:19:43芽室町53 5987 北出　航大 ｷﾀﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ 00:19:43清水町54 5948 櫻田　伊吹 ｻｸﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 下音更中野球部 00:19:44音更町55 5978 増田　颯太郎 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 瓜幕中学校 00:19:48鹿追町56 5974 熊谷　優汰 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾀ 旭川市永山南中 00:20:06旭川市57 5944 寺倉　航太朗 ﾃﾗｸﾗ ｺｳﾀﾛｳ 下音中野球部 00:20:08音更町58 5925 池上　晴輝 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｷ 00:20:08帯広市59 5940 長屋　楓太 ﾅｶﾞﾔ ﾌｳﾀ 下音更中野球部 00:20:30音更町60 5935 中野　魁成 ﾅｶﾉ ｶｲｾｲ 00:20:39帯広市61 5924 澤村　太一 ｻﾜﾑﾗ ﾀｲﾁ 00:20:40帯広市62 5937 真鍋　凌介 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 下音中野球部 00:20:51音更町63 5952 池田　虎太郎 ｲｹﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 下音更中野球部 00:20:52音更町64 5957 大川　諒人 ｵｵｶﾜ ｱｷﾄ 00:20:55帯広市65 5983 須藤　孝介 ｽﾄｳ ｺｳｽｹ 芽室中学校 00:20:58芽室町66 5975 松永　拓己 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 00:21:14札幌市67 6012 柳谷　侑汰 ﾔﾅｷﾞﾔ ｳﾀ 札内東中学校 00:21:17幕別町68 5927 相澤　聖弥 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲﾔ 00:21:20帯広市69 5911 金須　智哉 ｷﾝｽ ﾄﾓﾔ 瓜幕中 00:21:29鹿追町70 5910 草野　圭吾 ｸｻﾉ ｹｲｺﾞ 00:21:29帯広市71 5905 後村　奏汰 ｳｼﾛﾑﾗ ｿｳﾀ 糠内中学校 00:21:40幕別町72 5926 平田　伯 ﾋﾗﾀ ﾊｸ 00:21:50帯広市73 5965 伊藤　椋 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 00:21:54旭川市74 5966 水間　剛太郎 ﾐｽﾞﾏ ｺﾞｳﾀﾛｳ 名寄東中学校 00:22:01名寄市75 5964 木山　遥愛 ｷﾔﾏ ﾊﾙｱ 00:22:04帯広市76 5950 渡邉　聖斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 00:22:08音更町77 5949 上田　梨公 ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 下音更中野球部 00:22:08音更町78 5985 大家　到真 ｵｵﾔ ﾄｳﾏ 00:22:13中標津町79 5947 米森　千喬 ﾖﾈﾓﾘ ﾁﾀｶ 下音更中野球部 00:22:24音更町80 5943 臼井　恒真 ｳｽｲ ｺｳｼﾝ 00:22:36音更町81 5930 仁平　蕾太 ﾆﾋﾗ ﾗｲﾀ 00:22:47帯広市82 5922 吉田　舜一朗 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 00:22:49帯広市83 6002 佐藤　康大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 下音更中陸上部 00:22:59音更町84 5934 髙橋　諒也 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 00:23:00帯広市85 5988 松岡　達哉 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾔ 糠内中学校 00:23:12幕別町86 5993 福澤　悠 ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳ 00:23:19平取町87 5991 森　暖已 ﾓﾘ ﾊﾙｲ 芽室中学校 00:23:39芽室町88 5998 田中　漣 ﾀﾅｶ ﾚﾝ 00:23:43帯広市89 5990 小林　大朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 帯広南中学校 00:23:43帯広市90 5916 渡邉　柚弦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞﾙ 00:23:44帯広市91 6011 宮本　晴都 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 南町中学校 00:23:44帯広市92 6008 火石　優哉 ﾋｲｼ ﾕｳﾔ 南町中学校 00:23:44帯広市93 5984 藤田　悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 00:24:02札幌市94 5954 臼井　啓真 ｳｽｲ ｹｲｼﾝ 00:24:13音更町95 5955 武田　悠里 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾘ 00:24:16帯広市96 5915 矢本　怜 ﾔﾓﾄ ﾚｲ 帯広第八中 00:24:23帯広市97 5931 水野　流星 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 00:24:30帯広市98 5902 堂場　翔太 ﾄﾞｳﾊﾞ ｼｮｳﾀ 00:24:31帯広市99 5932 糸瀬　拓未 ｲﾄｾ ﾀｸﾐ 00:24:31帯広市100 5929 土井　柊汰 ﾄﾞｲ ｼｭｳﾀ 00:25:02帯広市print :2019/10/28 10:24:16 81/111 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5ｋｍ　中学生男子 カナ 市町村101 5996 佐々木　政宗 ｻｻｷ ﾏｻﾑﾈ 00:25:38清水町102 6003 及川　楓己 ｵｲｶﾜ ﾌｳｷ JAL 00:25:56帯広市103 5967 石井　陸翔 ｲｼｲ ﾘｸﾄ チームはるりく 00:25:59札幌市104 5982 茅野　洋平 ｶﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 00:26:01帯広市105 5933 小原　翔流 ｵﾊﾞﾗ ｶｹﾙ 00:27:02帯広市106 5986 鼻和　蓮 ﾊﾅﾜ ﾚﾝ 00:27:38音更町107 6005 俵　渓太 ﾀﾜﾗ ｹｲﾀ 00:29:37帯広市108 5992 長谷川　斐生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ 00:31:02帯広市109 5907 園部　優希 ｿﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 00:31:02幕別町110 6007 南部　弘輝 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛｷ 00:34:12本別町
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