
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2.5ｋｍ　一般男子高校生以上 カナ 市町村1 7075 常陸　拓也 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾔ 標茶消防署 00:10:11標茶町2 7082 富田　元 ﾄﾐﾀ ﾊｼﾞﾒ 十勝教育局 00:10:16帯広市3 7086 岡本　祥一 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 美瑛町 00:10:23美瑛町4 7008 山家　秀正 ﾔﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 倶知安町 00:10:49倶知安町5 7100 高橋　朋之 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 暁の超特急 00:11:16幕別町6 7108 野口　恭兵 ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 00:11:27士幌町7 7050 阿部　太郎 ｱﾍﾞ ﾀﾛｳ 00:11:37千歳市8 7071 鴨川　顕治 ｶﾓｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 00:11:58帯広市9 7103 安藤　祥太 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 00:12:00帯広市10 7040 衣原　杏哉 ｺﾛﾓﾊﾗ ｷｮｳﾔ 星槎国際帯広 00:12:00帯広市11 7015 金子　隼人 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 00:12:11帯広市12 7078 平井　直人 ﾋﾗｲ ﾅｵﾄ 緑ケ丘ＳＣ 00:12:12帯広市13 7081 白木　将夫 ｼﾗｷ ﾏｻｵ 白木タクシー 00:12:15帯広市14 7063 荒木　良太 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ 00:12:45千葉県15 7001 柳澤　輝実 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾃﾙﾐ 驀進２０１９ 00:13:06帯広市16 7011 鈴木　貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 相互電菓（株） 00:13:14幕別町17 7113 内海　泰弘 ｳﾂﾐ ﾔｽﾋﾛ 00:13:16帯広市18 7112 鳥居　克之 ﾄﾘｲ ｶﾂﾕｷ 00:13:18帯広市19 7090 藤谷　斉己 ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾐ 00:13:20恵庭市20 7102 楠　孝太郎 ｸｽﾉｷ ｺｳﾀﾛｳ 海鮮蔵 00:13:32帯広市21 7091 伊藤　崇 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 帯広畜産大学 00:13:46帯広市22 7079 保苅　敬貴 ﾎｶﾘ ﾕｷﾀｶ 緑ケ丘ＳＣ 00:13:47帯広市23 7070 中道　哲平 ﾅｶﾐﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 00:13:54札幌市24 7030 近藤　隆元 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｹﾞﾝ 00:13:58足寄町25 7051 竹中　篤史 ﾀｹﾅｶ ｱﾂｼ 00:14:24帯広市26 7037 星　雅哉 ﾎｼ ﾏｻﾔ 星槎国際帯広 00:14:44帯広市27 7042 小澤　詩月 ｵｻﾞﾜ ｼﾂﾞｷ 星槎国際帯広 00:14:44帯広市28 7043 佐々木　柊有 ｻｻｷ ｼｭｳ 星槎国際帯広 00:14:49帯広市29 7035 那須　滉生 ﾅｽ ｺｳｾｲ 星槎国際帯広 00:14:49帯広市30 7036 馬渕　朋哉 ﾏﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ 星槎国際帯広 00:14:53帯広市31 7026 矢島　恵介 標茶陸上少年団 00:15:00標茶町32 7111 多屋　慶一 ﾀﾔ ｹｲｲﾁ 00:15:04帯広市33 7055 藤田　直樹 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ 00:15:14帯広市34 7032 伊藤　翔太 00:15:26帯広市35 7044 宮武　智志 ﾐﾔﾀｹ ｻﾄｼ 00:15:29帯広市36 7083 山本　真宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 00:15:30帯広市37 7052 澤崎　隼也 ｻﾜｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 00:15:48帯広市38 7031 澤田　裕介 ＭＵＣＫ 00:15:50釧路町39 7041 宗宮　翔和 ｿｳﾐﾔ ﾄﾜ 星槎国際帯広 00:15:52帯広市40 7038 物見　拓哉 ﾓﾉﾐ ﾀｸﾔ 星槎国際帯広 00:15:52帯広市41 7067 金子　昌平 ｶﾈｺ ｼｮｳﾍｲ 00:16:07芽室町42 7096 石井　篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 00:16:08千歳市43 7010 木田　治樹 ｷﾀﾞ ﾊﾙｷ 00:16:28幕別町44 7106 加藤　正志 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 三洋興熱㈱ 00:16:43帯広市45 7085 國井　崇裕 ｸﾆｲ ﾀｶﾋﾛ 00:16:46札幌市46 7060 谷平　基騎 ﾀﾆﾋﾗ ﾓﾄｷ 00:17:03帯広市47 7006 安田　正司 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 00:17:08幕別町48 7105 渡邊　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 00:17:10帯広市49 7066 中西　仁 ﾅｶﾆｼ ﾋﾄｼ 00:17:23帯広市50 7084 菊地　慶介 ｷｸﾁ ｹｲｽｹ 00:17:33帯広市print :2019/10/28 10:24:16 84/111 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2.5ｋｍ　一般男子高校生以上 カナ 市町村51 7056 藤澤　和彦 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 00:17:39帯広市52 7093 丸山　和良 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 00:17:39帯広市53 7114 後藤　和弘 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 00:17:44帯広市54 7099 堤　欽規 ﾂﾂﾐ ﾖｼﾉﾘ 00:17:46帯広市55 7034 高木　雄一朗 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 道勝運輸 00:17:53帯広市56 7046 上野　寿和 ｳｴﾉ ﾄｼｶｽﾞ 道勝運輸 00:17:53音更町57 7059 中島  康親 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾁｶ 00:18:02帯広市58 7002 中村　勝弘 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 00:18:04帯広市59 7080 太田　幸夫 ｵｵﾀ ﾕｷｵ 00:18:09帯広市60 7098 廣瀬　憲彦 ﾋﾛｾ ﾉﾘﾋｺ 00:18:16帯広市61 7027 戸島　桂太 ﾄｼﾏ ｹｲﾀ 道勝運輸 00:18:17芽室町62 7107 片岡　大貴 ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｷ 00:18:24帯広市63 7012 品田　實 ｼﾅﾀﾞ ﾐﾉﾙ 00:18:43帯広市64 7058 武田  信哉 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ 00:18:45帯広市65 7014 上村　一人 ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 00:18:59帯広市66 7009 原田　竹雄 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｵ 00:19:03帯広市67 7094 山田　久幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 00:19:28帯広市68 7039 松井　塁 ﾏﾂｲ ﾙｲ 星槎国際帯広 00:19:28帯広市69 7087 茅野　夕樹 ｶﾔﾉ ﾕｳｷ 00:19:45帯広市70 7029 石岡　幸雄 ｲｼｵｶ ｻﾁｵ 00:19:50帯広市71 7047 東野　佑哉 ﾄｳﾉ ﾕｳﾔ 00:20:20帯広市72 7104 春藤　拓磨 ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 00:20:33帯広市73 7007 三橋　隆志 ﾐﾂﾊｼ ﾀｶｼ 長谷川塾 00:20:37帯広市74 7095 杉村　好久 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 00:21:00幕別町75 7028 平川　義明 ﾋﾗｶﾜ ﾖｼｱｷ 道勝運輸 00:21:06帯広市76 7033 熊崎　美夫 道勝運輸 00:21:25帯広市77 7068 星野　義明 ﾎｼﾉ ﾖｼｱｷ 00:21:48帯広市78 7045 河合　邦浩 ｶﾜｲ ｸﾆﾋﾛ 00:21:55帯広市79 7021 野中　翔太 ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ 00:22:08帯広市80 7019 山田　賢太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 00:22:16帯広市81 7062 井上 祐司 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 00:22:33神奈川県82 7064 高橋英也 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾔ 00:22:33東京都83 7022 尾崎　哲也 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 00:22:39清水町84 7017 佐々木　勇次 00:22:41帯広市85 7018 清水　浩幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 00:22:41中札内村86 7016 三浦　雄司 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 00:22:42帯広市87 7023 寺井　裕人 ﾃﾗｲ ﾕｳﾄ 00:22:43帯広市88 7092 城内　憲二 ｼﾞｮｳﾅｲ ｹﾝｼﾞ 00:23:08帯広市89 7004 増地　文明 ﾏｽﾁ ﾌﾐｱｷ 00:23:18札幌市90 7020 金谷　輝夫 ｶﾅﾔ ﾃﾙｵ オビヒロシ 00:25:21帯広市91 7061 小島　健 ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 00:25:33帯広市92 7024 原田　明 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 00:25:52帯広市93 7025 寺町　修 ﾃﾗﾏﾁ ｵｻﾑ 00:26:34帯広市94 7076 竹崎　貴博 ﾀｹｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 緑ケ丘ＳＣ 00:27:07帯広市95 7077 榎波　範雄 ｴﾅﾐ ﾉﾘｵ 緑ケ丘ＳＣ 00:27:19帯広市96 7089 栗田　広実 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾐ アートシステム 00:28:11帯広市97 7013 髙井　秀嗣 ﾀｶｲ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 00:28:27帯広市98 7088 岸本　友之 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 00:29:56帯広市99 7101 高坂　泰知 ｺｳｻｶ ﾀｲﾁ 00:30:57広尾町100 7073 鈴木　登 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 00:34:22帯広市print :2019/10/28 10:24:17 85/111 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2.5ｋｍ　一般男子高校生以上 カナ 市町村101 7072 齊藤　敬一 ｻｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 00:34:22札幌市102 7074 鈴木　陸 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 00:34:23札幌市103 7069 小原　要 ｵﾊﾞﾗ ｶﾅﾒ 00:39:27当別町
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