
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35歳～49歳 カナ 市町村1 17 阿部　雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 作．ＡＣ北海道 01:13:08旭川市2 25 中村　直幸 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 帯広自衛隊 01:13:20帯広市3 21 迫田　明巳 ﾊｸﾀ ﾋﾛﾐ 鹿追町役場 01:13:34鹿追町4 19 橋本　満洋 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ ハノハノ陸上部 01:14:00札幌市5 38 長野　慎也 ﾅｶﾞﾉ ｼﾝﾔ ＡＲＴＦ 01:14:23旭川市6 27 山田　正宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌よるかぜ 01:14:31札幌市7 28 大谷　誠 ｵｵﾀﾆ ﾏｺﾄ 釧路地方陸協 01:15:54釧路市8 31 佐藤　祐徳 ｻﾄｳ ﾕｳﾄｸ いすゞ北海道 01:16:21苫小牧市9 22 五十嵐　健 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝ 01:16:57釧路町10 42 渡辺　哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ハノハノ陸上 01:17:02新ひだか11 48 野切　完相 ﾉｷﾞﾘ ｻﾀﾞｽｹ 凡人ＲＣ 01:17:35札幌市12 62 吉田　修治 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 道マラソンク 01:18:52札幌市13 53 赤平　慎也 ｱｶﾋﾗ ｼﾝﾔ 道マラソンク 01:19:02札幌市14 93 石澤　詳司 ｲｼｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 01:19:28札幌市15 57 宮嶋　馨 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｵﾙ Ｍ－Ｋ３ＨＮ 01:19:32札幌市16 1777 高橋　一幸 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 01:19:50札幌市17 59 片岡　慎介 ｶﾀｵｶ ｼﾝｽｹ 札幌陸協 01:19:52札幌市18 1783 北村　陽介 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ トヨタ北海道 01:19:56苫小牧市19 66 島村　茂登司 ｼﾏﾑﾗ ﾓﾄｼﾞ ハシルコト 01:19:59札幌市20 70 坂　大祐 ｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 富良野緑峰高校 01:20:05富良野市21 1713 住田　喬哉 ｽﾐﾀ ﾀｶﾔ 北広島 01:20:18北広島市22 60 川上　隆夫 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ 音更町役場 01:20:30音更町23 1521 前島　大輝 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 01:21:15釧路町24 1208 志藤　淳 ｼﾄｳ ｱﾂｼ ＳＭＡＲＴ 01:21:25室蘭市25 64 櫻庭　健 ｻｸﾗﾊﾞ ﾀｹｼ ＰＯＬＡＲＩＳ 01:21:39余市町26 74 谷口　敬祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 01:22:04札幌市27 63 高橋　祐基 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 01:22:23乙部町28 46 問谷　健朗 ﾄｲﾔ ﾀﾂﾛｳ 札幌市役所 01:22:24北広島市29 61 河合　新太郎 ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 凡人ＲＣ 01:22:44札幌市30 92 西塚　真人 ﾆｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ アスリーツラボ 01:22:47札幌市31 1803 斉藤　光洋 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ ７通１ 01:23:16帯広市32 1031 日下　貴史 ｸｻｶ ﾀｶｼ 帯広自衛隊 01:23:45帯広市33 73 吉川　真平 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 01:23:55札幌市34 1734 渡邊　史彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 花音のパパ 01:24:04千歳市35 1091 芳賀　賢二 ﾊｶﾞ ｹﾝｼﾞ 帯広自衛隊 01:24:25帯広市36 1745 中村　正範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ トヨタ北海道 01:24:33平取町37 1458 寺谷　佳彦 ﾃﾗﾔ ﾖｼﾋｺ 01:24:38帯広市38 1179 伊藤　誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ベオーネＡＣ 01:24:45札幌市39 1523 鈴木　晴久 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋｻ 東洋農機 01:25:04幕別町40 1165 中田　宏 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼ 01:25:16倶知安町41 132 山本　健 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 道北陸協 01:25:20旭川市42 97 森田　清隆 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ 01:25:23大阪府43 1099 今野　学 ｺﾝﾉ ﾏﾅﾌﾞ 釧路ランナーズ 01:25:24釧路町44 1820 富樫　孝樹 ﾄｶﾞｼ ｺｳｷ プロテック 01:25:26森町45 1158 松野　晃也 ﾏﾂﾉ ｱｷﾔ 更別走ろう会 01:25:34更別村46 1687 佐賀　広志 ｻｶﾞ ﾋﾛｼ 01:25:43帯広市47 1207 伊藤　仁浩 ｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 新得・伊藤産業 01:25:55新得町48 1353 齋藤　智博 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 帯トラ 01:26:05本別町49 1490 三浦　大輔 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 01:26:12帯広市50 1294 竹村　尚也 ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾔ アステラス 01:26:18帯広市print :2019/10/28 10:24:10 13/111 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35歳～49歳 カナ 市町村51 1755 ｋａｎｎｏ　ｙｕｋｉｏ ｶﾝﾉ ﾕｷｵ チームナベ勝つ 01:26:20帯広市52 1426 都筑　正勝 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻｶﾂ ｓｉｄｅ－Ｂ 01:26:59札幌市53 2007 湊　博詞 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｼ イブリジニー 01:27:01登別市54 1011 三浦　浩一 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁ 01:27:03帯広市55 67 齊藤　実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ちばりよ～ＲＣ 01:27:03登別市56 82 山崎　達也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ＭＡＴＡＧＩ 01:27:11深川市57 1223 渡邊　一成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 翔翡翠 01:27:13札幌市58 1301 下山　貴弘 ｼﾓﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ｓｉｄｅ－Ｂ 01:27:14札幌市59 1404 今井　英樹 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｷ 士別市立病院 01:27:14士別市60 101 金平　雅也 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻﾔ ちばりよ～ＲＣ 01:27:16江別市61 1228 田沼　良規 ﾀﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ 01:27:21帯広市62 208 古川　朋生 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｵ 道央陸協 01:27:26千歳市63 85 高橋　佑昌 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 01:27:37苫小牧市64 30 松島　菊朝 ﾏﾂｼﾏ ｱｷﾄﾓ 十勝陸協 01:27:45帯広市65 1220 畠中　雄右 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 01:27:52帯広市66 1587 鈴木　和弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 六花亭 01:27:56芽室町67 1703 小原　直人 ｵﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ ＨＯＫＵＲＵＮ 01:27:59札幌市68 1619 黒田　雅弘 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 01:28:31札幌市69 1918 大澤　諭 ｵｵｻﾜ ｻﾄｼ 01:28:37帯広市70 1271 花田　順裕 ﾊﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 01:28:38美幌町71 94 小篠　正慶 ｵｻﾞｻ ﾏｻﾖｼ 三菱重工冷熱 01:28:40東京都72 1178 桃原　大助 ﾓﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 家庭ももはら 01:28:42旭川市73 1684 後藤　明輝 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾃﾙ ヤシマ商会 01:28:45札幌市74 1686 二橋　将博 ﾆﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 丸二物産ＲＣ 01:28:48上砂川町75 1144 斉藤　直 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 01:28:51山形県76 1794 須藤　信章 ｽﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ 北海道農業公社 01:28:52旭川市77 1129 榎本　聡 ｴﾉﾓﾄｻﾄｼ 01:29:04釧路市78 1773 間地　伸吾 ﾏｼﾞ ｼﾝｺﾞ 01:29:07帯広市79 1007 川西　悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 01:29:11札幌市80 100 増田　優貴 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 01:29:14音更町81 118 坪井　隆樹 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｷ クラブＲ２ 01:29:20東京都82 117 柴原　雄樹 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ちばりよ～ＲＣ 01:29:23札幌市83 1182 木村　朋路 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐﾁ 01:29:45札幌市84 1282 高川　健悟 ﾀｶｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ ＪＲ石タカＡＣ 01:29:47札幌市85 1340 高橋　信洋 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ ハイブリッジ 01:29:49札幌市86 1905 合谷　貴史 ｺﾞｳﾔ ﾀｶｼ 01:29:51神奈川県87 78 堀　賢一 ﾎﾘ ｹﾝｲﾁ ちばりよ～ＲＣ 01:29:52江別市88 151 福島　武雄 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｵ ＣＲ２北海道 01:29:56日高町89 1343 生野　貴之 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 01:29:57帯広市90 1683 神田　慶多 ｶﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 01:30:13札幌市91 1608 田中　涼介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 美原ＭＣ 01:30:27釧路市92 1455 小森　博司 ｺﾓﾘ ﾋﾛｼ 01:30:41網走市93 1663 佐藤　和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 01:30:53旭川市94 1189 広島　正和 ﾋﾛｼﾏ ﾏｻｶｽﾞ プロヘルプＥＸ 01:30:59札幌市95 1078 内海　全洋 ｳﾁｳﾐ ﾏｻﾋﾛ 01:31:00音更町96 159 端野　真 ﾊｼﾉ ﾏｺﾄ 01:31:04広島県97 72 草島　誠 ｸｻｼﾞﾏ ﾏｺﾄ クラブＲ２ 01:31:15札幌市98 1204 太田　達仁 ｵｵﾀ ﾀﾂﾋﾄ 01:31:18北広島市99 1166 佐藤　峰雄 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ ＰＯＬＡＲＩＳ 01:31:19札幌市100 1655 齋藤　正明 ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 薬薬ランナーズ 01:31:20釧路市print :2019/10/28 10:24:10 14/111 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35歳～49歳 カナ 市町村101 127 奥村　和典 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 凡人ＲＣ 01:31:31札幌市102 1670 福島　正晴 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾊﾙ 01:31:36日高町103 1270 岩岡　耕司 ｲﾜｵｶ ｺｳｼﾞ 消防走遊会 01:32:13大樹町104 1933 塚田　泰土 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛﾀﾀﾞ 帯広自衛隊 01:32:21帯広市105 1465 伊藤　勝則 ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 01:32:26釧路市106 1255 齋藤　誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ ビールのため！ 01:32:29札幌市107 1500 高田　和輝 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 01:32:42滝川市108 2018 四戸　貴之 ｼﾉﾍ ﾀｶﾕｷ 01:32:44札幌市109 1574 飯田　順一 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北斗病院 01:32:46帯広市110 1017 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ たぬこうの森 01:32:47浦幌町111 1229 平澤　大介 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 01:32:50帯広市112 1466 松本　尚貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 稚内信用金庫 01:32:55雄武町113 168 大久保　健 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝ パーソル 01:33:00札幌市114 1196 三谷　茂和 ﾐﾀﾆ ｼｹﾞｶｽﾞ ＳＫＴ 01:33:05音更町115 1236 今泉　純一 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:33:07福井県116 138 杉本　篤嗣 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ セコマ上本別店 01:33:10足寄町117 1635 武田　洋祐 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 勤医協ランナー 01:33:17札幌市118 1211 安達　彰 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾗ 編隊クラブ 01:33:23札幌市119 1526 清水　良太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 01:33:25清水町120 1586 中野　隆文 ﾅｶﾉ ﾀｶﾌﾐ 01:33:32網走市121 1395 中田　基久 ﾅｶﾀ ﾓﾄﾋｻ 01:33:38新ひだか122 121 藤本　大介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 01:33:45七飯町123 1336 吉本　直記 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 空知病院 01:33:46岩見沢市124 88 長岡　輝 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 目指せホノルル 01:33:49音更町125 1292 佐々木　暢彦 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋｺ ささきＲＣ 01:33:52札幌市126 1853 原口　勇紀 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 01:34:01大樹町127 1382 藤田　浩司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 01:34:06富良野市128 1569 堀　哲郎 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 01:34:09札幌市129 1859 藤田　渉 ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ 01:34:10釧路市130 1449 中村　章宣 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 01:34:19音更町131 1637 山中　功 ﾔﾏﾅｶ ｲｻｵ 01:34:26帯広市132 1059 渋谷　和実 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾐ 01:34:33帯広市133 1083 堀江　摂 ﾎﾘｴ ｵｻﾑ 01:34:33音更町134 1128 黒崎　剛志　 ｸﾛｻｷﾀｹｼ 01:34:34標茶町135 1827 水口　昌昭 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 帯広ランナーズ 01:34:34帯広市136 1278 鵜野　直樹 ｳﾉ ﾅｵｷ ＯＣＴＶ 01:34:35神奈川県137 1632 永井　淳市 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:34:35江別市138 1092 佐々木　誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 01:34:36帯広市139 1532 野本　寛 ﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 丹下ジム 01:34:54帯広市140 1846 中谷　章 ﾅｶﾔ ｱｷﾗ 01:34:56帯広市141 1618 市岡　祐太 ｲﾁｵｶ ﾕｳﾀ 01:34:59帯広市142 1487 佐藤　栄規 ｻﾄｳ ｴｲｷ 01:35:01江別市143 124 原　慎一郎 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｒコンセプト 01:35:02札幌市144 1503 砂金　和之 ｲｻｺﾞ ｶｽﾞﾕｷ 函館市役所 01:35:03函館市145 1142 中元　一博 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ＨＢＡ 01:35:06札幌市146 1006 丹羽　智 ﾆﾜ ｻﾄｼ 01:35:10札幌市147 1150 伊藤　将文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 01:35:11旭川市148 1808 山田　匠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 01:35:13札幌市149 129 高張　弘司 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛｼ ＳＲＣ９０４ 01:35:16札幌市150 1338 西谷　直樹 ﾆｼﾔ ﾅｵｷ ルネアリオ 01:35:21札幌市print :2019/10/28 10:24:10 15/111 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35歳～49歳 カナ 市町村151 1835 田口　雅彦 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 01:35:23釧路市152 1185 梶　幸司 ｶｼﾞ ｺｳｼﾞ おびしんＲＣ 01:35:23幕別町153 1464 幸坂　秀樹 ｺｳｻｶ ﾋﾃﾞｷ 01:35:32幕別町154 1636 佐藤　佳大 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ ＯＣＴＶ 01:35:33帯広市155 1729 土田　和浩 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ マラソン同好会 01:35:33帯広市156 1167 川眞田　潤 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 大雪を囲む会 01:35:36新十津川157 1397 畠山　重実 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞﾐ 01:35:38清里町158 1257 森田　健太郎 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 01:35:45札幌市159 1964 佐々木　雄太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 01:35:47幕別町160 1638 土合　啓明 ﾂﾁｱｲ ﾋﾛｱｷ 緑丘ランナーズ 01:35:49江別市161 1930 長濱　崇 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶｼ G-TR 01:35:51長沼町162 1775 田井　雄介 ﾀｲ ﾕｳｽｹ 01:35:53中富良野163 1659 政野　敦 ﾏｻﾉ ｱﾂｼ 日高大洋牧場 01:35:55日高町164 108 亀田　学 ｶﾒﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ＲＩＳＥ　ＲＣ 01:36:00石狩市165 1324 本田　竜粛 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂｷﾖ 千歳酔いどれ 01:36:04千歳市166 1309 日野　秀史 ﾋﾉ ﾋﾃﾞﾌﾐ キャラサラ 01:36:04旭川市167 1819 山村　貴人 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾄ 01:36:09帯広市168 1349 石川　卓哉 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 01:36:09札幌市169 1924 川原　章彦 ｶﾜﾊﾗ ｱｷﾋｺ 01:36:11帯広市170 1284 安藤　慎吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 01:36:15札幌市171 2012 堀籠　崇 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｶｼ 01:36:20鹿追町172 1929 児玉　幸司 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ イブリジニー 01:36:23登別市173 1717 平野　恵士 ﾋﾗﾉ ｹｲｼﾞ 太陽生命保険 01:36:28旭川市174 1822 近藤　淳 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 01:36:31長野県175 1393 山脇　工 ﾔﾏﾜｷ ﾀｸﾐ チーム大樹 01:36:34帯広市176 1163 山田　真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 楽愚駄くらぶ 01:36:36上川町177 1566 岡崎　智哉 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 01:36:39帯広市178 1607 エバンズ　ギャレス ｴﾊﾞﾝｽﾞ ｷﾞｬﾚｽ 01:36:40東京都179 1649 杉本　和也 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 帯トラ 01:36:43上士幌町180 1422 菊地　則之 ｷｸﾁ ﾉﾘﾕｷ 01:36:49札幌市181 1322 島　卓 ｼﾏ ｽｸﾞﾙ 01:36:56浜中町182 1971 松田　直幸 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 鉄人未遂 01:36:58富良野市183 1157 須藤　修 ｽﾄﾞｳ ｵｻﾑ リスクワン 01:37:06旭川市184 1552 伊部　義之 ｲﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 01:37:13大空町185 1696 芦原　勝 ｱｼﾊﾗ ﾏｻﾙ 01:37:15音更町186 1890 坂田　光徳 ｻｶﾀ ﾐﾂﾉﾘ 01:37:17帯広市187 1372 橋本　貴仁 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ ホリデー２４ 01:37:18札幌市188 1252 土田　燈 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾙ ＴＥＡＭ貴６５ 01:37:21小樽市189 194 中垣　隆之 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｶﾕｷ 01:37:22余市町190 1701 小野寺　勉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ バイエル薬品 01:37:27旭川市191 1462 齋藤　勇治 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ こんにちわ～く 01:37:29札幌市192 1568 石川　雅博 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ はる麦の会 01:37:33芽室町193 1550 山後　喬 ｻﾝｺﾞ ﾀｶｼ 01:37:36札幌市194 1680 梶　寿徳 ｶｼﾞ ﾄｼﾉﾘ 01:37:37帯広市195 1615 大川　裕樹 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 01:37:54帯広市196 1578 八巻　琢磨 ﾔﾏｷ ﾀｸﾏ 上富良野医務室 01:38:06中富良野197 1090 瀬古　泰利 ｾｺ ﾔｽﾄｼ 01:38:08音更町198 1535 藤盛　泰行 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 01:38:08帯広市199 1444 桜庭　直哉 ｻｸﾗﾊﾞ ﾅｵﾔ ＳＣＳＫ北海道 01:38:14江別市200 1880 盛川　玄太 ﾓﾘｶﾜ ｹﾞﾝﾀ デビルラン 01:38:17帯広市print :2019/10/28 10:24:10 16/111 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35歳～49歳 カナ 市町村201 1549 高島　純 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ ＢＩＫＥＮ 01:38:21七飯町202 1076 櫻澤　聖司 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 01:38:22帯広市203 1869 鈴木　雅宏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 01:38:38札幌市204 1369 伊藤　秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 大丸株式会社 01:38:40帯広市205 1171 清野　義人 ｾｲﾉ ﾖｼﾄ 枝幸ランナーズ 01:38:51枝幸町206 1556 堀　展人 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾄ ソフネット 01:38:51釧路市207 1547 猪子　荘太郎 ｲﾉｺ ｿｳﾀﾛｳ 帯広ランナーズ 01:38:54帯広市208 1237 大平　信貴 ｵｵﾋﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ いだてんちゃま 01:38:55札幌市209 1027 小森　猛 ｺﾓﾘ ﾀｹｼ 01:38:56帯広市210 1354 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ＭＩＤＯＲＩ 01:38:58釧路市211 1642 高橋　一亜希 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 01:38:59北見市212 1297 田中　達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 編隊クラブ 01:39:06帯広市213 1998 浅野　知樹 ｱｻﾉ ﾄﾓｷ KOUSEI 01:39:07芽室町214 1435 大越　弘光 ｵｵｺｼ ﾋﾛﾐﾂ 01:39:13札幌市215 1350 縣　尚人 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾄ みとへいＲＣ 01:39:13江別市216 1265 北山　洋 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 中標津十二楽走 01:39:16別海町217 1391 村上　永規 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｷ 01:39:17札幌市218 1214 藤田　一巳 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 王子製紙ＡＣ 01:39:18苫小牧市219 163 武藤　勇一 ﾑﾄｳ ﾕｳｲﾁ コントローラー 01:39:20神奈川県220 1906 西田　健一 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 01:39:21帯広市221 1383 三木　秀宗 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ヒロ通商 01:39:29札幌市222 2017 宮内　保志 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽｼ YSC 01:39:31恵庭市223 1798 小熊　崇史 ｵｸﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ チーム緑ヶ丘 01:39:33中札内村224 1502 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 01:39:35札幌市225 1408 神谷　智英 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 01:39:38音更町226 1460 小杉　和也 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾔ 01:39:39根室市227 1508 安江　孝明 ﾔｽｴ ﾀｶｱｷ 01:39:39旭川市228 1732 井口　直人 ｲｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 01:39:39伊達市229 1135 東田　隆 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｼ 01:39:46帯広市230 1191 本田　健太郎 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 01:39:57恵庭市231 1605 高橋　圭太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ フィリップス 01:39:58札幌市232 1306 大高　淳 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ 01:40:05東京都233 1055 山口　友昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 01:40:05帯広市234 1381 岡本　暢 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾙ ＫＴＣ 01:40:10札幌市235 169 浜野　俊介 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ 北海道銀行 01:40:16帯広市236 1029 山口　純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 01:40:17帯広市237 115 猪又　慎一 ｲﾉﾏﾀ ｼﾝｲﾁ チーム誠 01:40:29札幌市238 1758 三上　貴光 ﾐｶﾐ ﾀｶﾐﾂ 帯広柏葉高校 01:40:30芽室町239 1299 小嶋　覚 ｺｼﾞﾏ ｶｸ 01:40:31帯広市240 1520 現田　聡 ｹﾞﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 01:40:31小平町241 1629 花田　英夫 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 陸上自衛隊 01:40:32帯広市242 1442 藤原　靖司 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ １０２弾薬大隊 01:40:41札幌市243 1437 高橋　英夫 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 新得共働学舎 01:40:51新得町244 1515 吉村　朋幸 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 帯広ランナーズ 01:40:52帯広市245 1108 横内　学 ﾖｺｳﾁ ﾏﾅﾌﾞ 01:40:56帯広市246 1702 志田　俊明 ｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 日将連苫小牧 01:40:58苫小牧市247 1174 奥田　賢治 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ＲＵＮーＳＯＳ 01:40:59札幌市248 1440 原嶋　公志 ﾊﾗｼﾏ ｺｳｼ チーム味和久 01:41:12札幌市249 1718 浅野　哲郎 ｱｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 01:41:15帯広市250 1660 中河　和人 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 01:41:16室蘭市print :2019/10/28 10:24:10 17/111 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35歳～49歳 カナ 市町村251 1379 下川原　久 ｼﾓｶﾜﾗ ﾋｻｼ 緑ケ丘ＳＣ 01:41:19帯広市252 1791 大場　慎也 ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾔ 01:41:21音更町253 1802 越前　光晴 ｺｼﾏｴ ﾐﾂﾊﾙ 01:41:29帯広市254 1042 関口　健 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝ 札幌瑞相工業 01:41:31旭川市255 1741 森　和徳 ﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ ＪＡ斜里町 01:41:35斜里町256 1081 二川　英史 ﾌﾀｶﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ 01:41:36音更町257 1993 小玉　純嗣 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:41:45帯広市258 1052 剱持　慎治 ｹﾝﾓﾂ ｼﾝｼﾞ マルーブラ 01:41:45帯広市259 1612 伊林　秀晃 ｲﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 01:41:49札幌市260 1751 山﨑　伸太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 月形町山﨑歯科 01:41:58月形町261 1545 渡辺　正則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 北見はしろう会 01:42:02北見市262 1443 西村　重信 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 01:42:03釧路市263 1260 藤井　隆史 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 道立農業大学校 01:42:06本別町264 1347 長尾　祐輔 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ 01:42:10札幌市265 1972 齊藤　智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 01:42:13函館市266 1639 辻　政樹 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 01:42:15札幌市267 1598 沼田　大資 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ フォーシーズン 01:42:19札幌市268 1002 笠原　顕 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ ＪＡ本別町ＲＣ 01:42:20本別町269 1492 佐々木　崇将 ｻｻｷ ﾀｶﾏｻ ｅｓｋＲＣ 01:42:26音更町270 1328 大川　和之 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 旭川市役所 01:42:30旭川市271 1374 岡山　和也 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞﾔ あじさい薬局 01:42:32帯広市272 126 島　尚一郎 ｼﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 釧路市教委 01:42:34釧路市273 1044 本田　雅和 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 01:42:35音更町274 1954 西　圭一郎 ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 01:42:43帯広市275 1557 佐々木　拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 01:42:50音更町276 1348 後藤　全孝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾀｶ 01:42:52釧路市277 1885 加藤　瑞貴 ｶﾄｳ ﾐｽﾞﾀｶ 01:42:55帯広市278 1613 林　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 北斗ＲＣ 01:42:57帯広市279 1414 永井　義樹 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｷ 01:43:05帯広市280 1648 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ ハイブリッジ 01:43:06札幌市281 1061 竹内　三晃 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｱｷ 01:43:13鹿追町282 1394 西　孝弘 ﾆｼ ﾀｶﾋﾛ ツルハ 01:43:15帯広市283 1567 中野　悠貴 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ ギャランティー 01:43:27札幌市284 1626 田中　俊行 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ ひょっとこ 01:43:33幕別町285 1385 浅沼　勇也 ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾔ 01:43:37千歳市286 1230 荒木　豊 ｱﾗｷ ﾕﾀｶ 01:43:38帯広市287 1565 佐藤　力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 01:43:40帯広市288 1488 市村　健 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹｼ 01:43:45中頓別町289 1496 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ 釧路労災病院 01:43:56釧路市290 1390 賀来　忠寛 ｶｸ ﾀﾀﾞﾋﾛ こんにちわーく 01:43:58根室市291 1658 森脇　征史 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｼ 01:44:06帯広市292 1376 寒河江　正明 ｻｶﾞｴ ﾏｻｱｷ 釧路マラソンＣ 01:44:11標茶町293 1279 鈴木　宏嗣 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 01:44:12東京都294 1183 矢木沢　賢二 ﾔｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾞ ジャンクＲＣ 01:44:22札幌市295 1478 岡本　直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 留萌市役所 01:44:22留萌市296 1525 谷野　修 ﾀﾆﾉ ｵｻﾑ 日新化学研究所 01:44:24苫小牧市297 1311 渡邉　広明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 農業情報設計社 01:44:24神奈川県298 1640 藤村　拓也 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｸﾔ 01:44:25神奈川県299 1570 工藤　努 ｸﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 01:44:30旭川市300 1690 板橋　孝幸 ｲﾀﾊｼ ﾀｶﾕｷ 旭川高等支援学 01:44:31旭川市print :2019/10/28 10:24:10 18/111 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35歳～49歳 カナ 市町村301 1540 横山　正和 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 01:44:45帯広市302 1664 角田　宇史 ｶｸﾀ ﾀｶﾌﾐ ＫＲＣ 01:44:49札幌市303 1022 奥田　裕幸 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 01:44:50帯広市304 1999 柳谷　悟史 ﾔﾅｷﾞﾔ ｻﾄｼ ㈱西川工務店 01:44:51幕別町305 1512 中島　康成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 北海道ポラコン 01:44:56札幌市306 1934 竹原　健 ﾀｹﾊﾗ ｹﾝ 01:44:59帯広市307 1389 川本　玄 ｶﾜﾓﾄ ｹﾞﾝ きくみみ釧路 01:45:01釧路市308 1198 清水口　卓司 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸｼﾞ 01:45:07江別市309 1786 杉山　哲平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ スギヤマＲＣ 01:45:08恵庭市310 1554 上甲　勇 ｼﾞｮｳｺｳ ｲｻﾑ ＤＮＰ 01:45:09埼玉県311 1407 小神　順也 ｵｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ あさひかわＲＣ 01:45:12旭川市312 1988 山元　諭 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 01:45:15幕別町313 1302 境井　健志 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 次の一手 01:45:18北見市314 1847 石井　勇次 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ 01:45:22旭川市315 1321 浜野　正幸 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ カレー部 01:45:26苫小牧市316 1795 小松　真人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 01:45:35幕別町317 1068 仲山　直樹 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 01:45:35釧路市318 1359 溝口　恭布 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾌﾞ Ｄ活部 01:45:36帯広市319 1293 畑　秀司 ﾊﾀ ｼｭｳｼﾞ ＃ＡＤＳ＃ 01:45:38帯広市320 1423 柴本　晃宗 ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 北見酔走楽局 01:45:42北見市321 1420 西谷　彰紘 ﾆｼﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 渓仁会 01:45:43札幌市322 1985 中村　公一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 01:45:44士幌町323 188 河部　誠 ｶﾜﾍﾞ ﾏｺﾄ 我流 01:45:54斜里町324 1307 宇佐美　龍也 ｳｻﾐ ﾀﾂﾔ 帯広楽走会 01:46:01帯広市325 1243 田辺　純一 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ミナオ・ドーレ 01:46:05釧路市326 1417 西島　照明 ﾆｼｼﾞﾏ ﾃﾙｱｷ 01:46:10音更町327 1329 鎌田　裕行 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 帯広ランナーズ 01:46:14音更町328 1339 山本　幸生 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ ムトウ 01:46:20長沼町329 1647 石川　明伸 ｲｼｶﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 鬼足 01:46:24帯広市330 1754 横山　誠 ﾖｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 01:46:26中札内村331 1623 高橋　勇棋 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 01:46:31苫小牧市332 83 直井　康伯 ﾅｵｲ ﾔｽﾉﾘ チーム誠 01:46:39札幌市333 1980 斉藤　貴志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 01:46:45帯広市334 1576 中島　悠雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｵ 帯広厚生 01:46:52帯広市335 1026 幸田　篤史 ｺｳﾀﾞ ｱﾂｼ 01:47:02音更町336 1036 佐藤　仁司 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 01:47:08釧路市337 1111 番平　智 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 01:47:12札幌市338 1942 上出　啓輔 ｶﾐﾃﾞ ｹｲｽｹ RRC 01:47:15帯広市339 1787 挽野　剛 ﾋｷﾉ ﾀｹｼ Ｓ＆Ｎ 01:47:16神奈川県340 1156 大西　敏明 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 01:47:17幕別町341 1187 梶浦　哲平 ｶｼﾞｳﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 01:47:23芽室町342 1384 安部　貴廣 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 札幌走ろう会 01:47:29札幌市343 1333 山田　祥吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千歳酔いどれ 01:47:31千歳市344 1810 中村　秀記 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＴＥＡＭ　Ｍ 01:47:32釧路市345 1528 杉田　智宏 ｽｷﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 帯トラ 01:47:37音更町346 1617 坂下　聖児 ｻｶｼﾀ ｾｲｼﾞ オマーン国際Ｒ 01:47:37北斗市347 1253 高山　宗紀 ﾀｶﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ 北斗ＲＣ 01:47:38帯広市348 1678 小川　進 ｵｶﾞﾜ ｽｽﾑ こころ整骨院 01:47:40帯広市349 1688 西田　利幸 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 杉会 01:47:45幕別町350 1008 根本　義則 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 01:47:45釧路市print :2019/10/28 10:24:10 19/111 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35歳～49歳 カナ 市町村351 1913 長野　勝彦 ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋｺ 01:47:47音更町352 189 中川　雅宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 帯四中教諭 01:47:53音更町353 1630 武智　大介 ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｽｹ 01:47:55帯広市354 1737 永田　博道 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ 01:47:56帯広市355 1176 小松　竜太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ ソラシドエア 01:47:58神奈川県356 1969 岡本　祐也 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 01:47:59幕別町357 1037 鈴木　聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 01:47:59帯広市358 1160 桜田　琢 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸ ■上士幌高教 01:48:05帯広市359 1169 大田　淳一 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ あいがも会 01:48:05札幌市360 1676 遠藤　紳也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 01:48:06釧路市361 1067 寺田　智喜 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 01:48:07幕別町362 1860 眞鍋　裕希 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 01:48:08釧路市363 1246 一ノ瀬　悠之 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾕｷ 千歳酔いどれ 01:48:09恵庭市364 1871 佐藤　方亮 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 01:48:12滝川市365 1181 鹿谷　雄一 ｼｶﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 北海学園大学 01:48:24札幌市366 1356 畠中　信一 ﾊﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ Ｄ活部 01:48:35帯広市367 1250 泉田　大輔 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 01:48:39帯広市368 1175 山谷　圭吾 ﾔﾏﾔ ｹｲｺﾞ 01:48:42東川町369 1412 松井　孝浩 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 01:48:52苫小牧市370 1378 渡辺　幸史郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 01:48:52釧路市371 1682 宮川　直文 ﾐﾔｶﾜ ﾅｵﾌﾐ 01:48:56釧路市372 1105 藤井　優 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾙ ＳＫＴ 01:48:57帯広市373 2014 鈴木　隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 01:49:02音更町374 1148 西岡　孝次 ﾆｼｵｶ ｺｳｼﾞ 三菱重工広島 01:49:02広島県375 1850 田代　徹也 ﾀｼﾛ ﾃﾂﾔ 編隊クラブ 01:49:03帯広市376 1139 加藤　朋広 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 01:49:04音更町377 1948 瀬戸　朗宏 ｾﾄ ｱｷﾋﾛ 01:49:08帯広市378 1071 西原　尚 ﾆｼﾊﾗ ﾀｶｼ 01:49:15帯広市379 1239 二ツ山　敦 ﾌﾀﾂﾔﾏ ｱﾂｼ 01:49:18音更町380 1177 Ｌａｎｅ　Ｃｌｉｎｔｏｎ ﾚｲﾝ ｸﾘﾝﾄﾝ ノエルのパパ 01:49:20幕別町381 1536 須藤　祐司 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 01:49:26釧路市382 1256 鎌田　道義 ｶﾏﾀ ﾐﾁﾖｼ Ｄ活部 01:49:26帯広市383 1645 藤江　和輝 ﾌｼﾞｴ ｶｽﾞｷ あいの里東小 01:49:28札幌市384 1641 小椋　佳宗 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾉﾘ 01:49:30帯広市385 2001 小川　英樹 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 01:49:35浦幌町386 1842 瀬川　亮 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 01:49:46中札内村387 1943 岩崎　武 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 01:49:51帯広市388 1731 横田　法久 ﾖｺﾀ ﾉﾘﾋｻ 01:49:55札幌市389 1561 寺西　正道 ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾐﾁ あずさ 01:49:55札幌市390 1716 大庭　和樹 ｵｵﾆﾜ ｶｽﾞｷ サイセキ 01:49:59札幌市391 1965 浦島　純 ｳﾗｼﾏ ｼﾞｭﾝ 01:49:59帯広市392 1518 松永　崇 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｼ 01:50:01札幌市393 1367 坂本　多朗 ｻｶﾓﾄ ﾀﾛｳ サカＲＣ 01:50:01釧路市394 1601 斉藤　朋博 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 幌南ロータリー 01:50:06札幌市395 1548 近藤　幸弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ マラソン同好会 01:50:08帯広市396 1733 野口　佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 01:50:09苫小牧市397 1033 髙元　貴史 ﾀｶﾓﾄ ﾀｶｼ 01:50:10帯広市398 1145 川崎　史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 01:50:13旭川市399 1326 早川　哲也 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 01:50:13札幌市400 1143 青野　雅哉 ｱｵﾉ ﾏｻﾔ 楽愚駄くらぶ 01:50:18上川町print :2019/10/28 10:24:10 20/111 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35歳～49歳 カナ 市町村401 1756 青山　茂樹 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞｷ 01:50:20帯広市402 1962 元木沢　勇 ﾓﾄｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ エビちゃんず 01:50:25札幌市403 1320 新田　匡幸 ﾆｯﾀ ﾏｻﾕｷ 01:50:32神恵内村404 1054 今野　寛之 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 01:50:33旭川市405 1468 伊藤　友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 01:50:35小樽市406 1258 三木　崇 ﾐｷ ﾀｶｼ 中札内高等養護 01:50:39札幌市407 1936 高田　幸佑 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 01:50:39帯広市408 1656 林　秀一 ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 01:50:41札幌市409 1398 高橋　健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 01:50:49帯広市410 1070 中田　鋭 ﾅｶﾀ ｻﾄｷ 01:50:52音更町411 1559 林　宏幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 01:50:58釧路市412 164 多賀　克倫 ﾀｶﾞ ｶﾂﾄﾓ ノースウインド 01:50:59釧路市413 1760 奥山　明光 ｵｸﾔﾏ ｱｷﾐﾂ 01:50:59札幌市414 1774 菊池　淳 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 大正郵便局 01:51:00帯広市415 1227 円谷　重信 ﾂﾑﾗﾔ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ネットセーブ 01:51:13神奈川県416 1710 蛯名　康夫 ｴﾋﾞﾅ ﾔｽｵ 01:51:14千歳市417 1459 勝山　茂和 ｶﾂﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 快汗同好会 01:51:32札幌市418 1669 鎌田　直矢 ｶﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ Ｐｒｏｓｔ 01:51:33札幌市419 1836 河合　優太 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 01:51:35帯広市420 1762 清藤　裕也 ｾｲﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 01:51:35釧路市421 1447 佐藤　英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 釧路市役所 01:51:36釧路市422 1180 小林　淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 01:51:37札幌市423 1861 栗原　光規 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾂﾉﾘ 01:51:37幕別町424 1041 三浦　光猛 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾀｹ 01:51:46帯広市425 1941 鈴木　克英 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾃﾞ 01:51:48帯広市426 1797 笹本　良彦 ｻｻﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 01:51:55天塩町427 1677 飯塚　憲政 ｲｲﾂﾞｶ ﾉﾘﾏｻ 摩周厚生病院 01:51:56芽室町428 1646 田代　豊久 ﾀｼﾛ ﾄﾖﾋｻ 01:51:57帯広市429 1879 菅原　靖志 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｼ 01:51:58陸別町430 1899 菅原　和浩 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 01:52:00帯広市431 1814 猪原　敬義 ｲﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 札幌急配 01:52:01釧路市432 1956 小原　悟 ｺﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ 01:52:01帯広市433 1824 大山　浩一 ｵｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ 01:52:06新得町434 1313 星　裕 ﾎｼ ﾕﾀｶ 01:52:08釧路市435 1188 渡邊　哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ チーム緑ガメ 01:52:09苫小牧市436 1597 青田　努 ｱｵﾀ ﾂﾄﾑ ＤＣＭ 01:52:14札幌市437 1047 武田　弘毅 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 01:52:14岩見沢市438 1558 向井　淳一 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:52:25本別町439 1978 前多　秀生 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾞﾃﾞｵ 01:52:28帯広市440 1344 有田　敬俊 ｱﾘﾀ ﾀｶﾄｼ 道総研 01:52:30名寄市441 1499 遠藤　新理 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾘ 01:52:31札幌市442 1975 鍋山　隆 ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 01:52:33旭川市443 1793 神﨑　憲治 ｶﾝｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ ＮＲＷＣ 01:52:34札幌市444 1433 高橋　義樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 協立病院 01:52:36帯広市445 1730 時田　俊介 ﾄｷﾀ ｼｭﾝｽｹ 01:52:44新得町446 1335 可香谷　賢 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾙ 01:52:47札幌市447 1438 宇野　吉彦 ｳﾉ ﾖｼﾋｺ 01:52:50帯広市448 1244 郷　清 ｺﾞｳ ｷﾖｼ 01:52:52帯広市449 1030 木ノ内　光輝 ｷﾉｳﾁ ﾐﾂﾃﾙ 01:52:53音更町450 1439 河合　敦 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 開発工営社 01:53:03札幌市print :2019/10/28 10:24:10 21/111 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35歳～49歳 カナ 市町村451 1541 村井　幸義 ﾑﾗｲ ﾕｷﾖｼ 01:53:03帯広市452 2010 佐々木　康矩 ｻｻｷ ﾔｽﾉﾘ 01:53:05本別町453 1122 飯田　昌克 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 01:53:10帯広市454 1104 池田　拓朗 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 01:53:30帯広市455 1695 尾前　秀樹 ｵﾏｴ ﾋﾃﾞｷ 01:53:31広島県456 1101 太田　秀樹 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 01:53:38帯広市457 1771 伊原　秀樹 ｲﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 酒❤ＲＵＮ 01:53:38帯広市458 1806 小山内　啓一 ｵｻﾅｲ ｹｲｲﾁ 酒❤ＲＵＮ 01:53:38帯広市459 1370 横山　さとし ﾖｺﾔﾏ ｻﾄｼ 酒❤ＲＵＮ 01:53:38帯広市460 1805 板垣　秀幸 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 北海道警察 01:53:42釧路市461 2016 伊藤　亮 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 01:53:42帯広市462 1809 毛利　竜也 ﾓｳﾘ ﾀﾂﾔ 01:53:43札幌市463 1769 安田　哲平 ﾔｽﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 01:53:46北広島市464 1711 岡本　圭司 ｵｶﾓﾄ ｹｲｼﾞ 01:53:47札幌市465 1262 吉岡　雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ 札幌ＹＥＧ 01:53:50札幌市466 1080 笹井　宏一 ｻｻｲ ﾋﾛｶｽﾞ 三洋興熱（株） 01:54:00帯広市467 1050 飛田　信一郎 ﾄﾋﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 01:54:02帯広市468 1843 手塚　雅博 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 麺や虎鉄 01:54:11旭川市469 1591 荒野　央 ｱﾗﾉ ﾋｻｼ 01:54:15札幌市470 1504 杉谷　邦雄 ｽｷﾞﾔ ｸﾆｵ ＭＳＮＷ 01:54:17小樽市471 1085 中村　秀樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 01:54:17幕別町472 2000 高氏　英年 ﾀｶｳｼﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ すぎ会 01:54:19帯広市473 1357 橋本　豪也 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾔ Ｄ活部 01:54:21帯広市474 214 木村　英樹 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 01:54:21大分県475 1926 林　繁晴 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾊﾙ 01:54:25帯広市476 1172 瀬川　一臣 ｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｵﾐ 01:54:28北広島市477 1418 大丘　輝元 ﾀﾞｲｸ ﾃﾙﾓﾄ 01:54:35芽室町478 1811 中村　正勝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 01:54:38札幌市479 1524 杉元　直人 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ チームおおや 01:54:44音更町480 1790 ｈｉｒａｎｏ　ｍａｓａｎｏｒｉ ﾋﾗﾉ ﾏｻﾉﾘ 北海道警察 01:54:46豊頃町481 1233 浜中　隆志 ﾊﾏﾅｶ ﾀｶｼ 01:54:49網走市482 2023 福井　直輝 ﾌｸｲ ﾅｵｷ prost! 01:54:58札幌市483 1622 太田　祐治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 野塚走ろう会 01:54:59広尾町484 1475 佐々木　宏平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 01:55:04札幌市485 1679 青江　司 ｱｵｴ ﾂｶｻ 01:55:08音更町486 1595 齋藤　太香詞 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 01:55:09別海町487 1450 佐藤　圭一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 01:55:10大阪府488 1522 都　大志 ﾐﾔｺ ﾀﾞｲｼ 士別調剤薬局 01:55:14士別市489 1288 安田　径央 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾁｵ 01:55:16札幌市490 1996 駒形　馨 ｺﾏｶﾞﾀ ｶｵﾙ 01:55:25音更町491 1577 山下　薫 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾙ ごはんおおもり 01:55:29浦河町492 1072 今村　和彦 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 帯広市 01:55:33帯広市493 1572 相澤　幸輝 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｷ 01:55:35帯広市494 1782 蓑島　克彦 ﾐﾉｼﾏ ｶﾂﾋｺ 01:55:40苫小牧市495 1543 黒坂　宏哉 ｸﾛｻｶ ﾋﾛﾔ 01:55:40幕別町496 1386 藤田　弘文 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 伊藤製缶 01:55:40札幌市497 1235 遠藤　修司 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 更別走ろう会 01:55:42更別村498 1159 栗谷　昌宏 ｸﾘﾔ ﾏｻﾋﾛ 01:55:44帯広市499 1981 宮城　修平 ﾐﾔｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 01:55:53帯広市500 1938 金子　義輝 ｶﾈｺ ﾖｼﾃﾙ 01:55:56音更町print :2019/10/28 10:24:11 22/111 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35歳～49歳 カナ 市町村501 1267 三崎　千寛 ﾐｻｷ ﾁﾋﾛ チーム黒田 01:55:57幕別町502 1990 高橋　利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 01:56:00幕別町503 1316 橋本　新 ﾊｼﾓﾄ ｱﾗﾀ 01:56:07帯広市504 1889 堀　真也 ﾎﾘ ｼﾝﾔ 01:56:10帯広市505 1193 近藤　修司 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 01:56:10室蘭市506 1602 岡崎　仁 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾄｼ 01:56:13釧路市507 1065 喜多　貴幸 ｷﾀ ﾀｶﾕｷ 01:56:13札幌市508 1280 太田　憲吾 ｵｵﾀ ｹﾝｺﾞ 01:56:18札幌市509 1833 室谷　昌太郎 ﾑﾛﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 01:56:20幕別町510 1259 小林　篤史 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ Ｍ部 01:56:21上富良野511 1451 大石　将俊 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄｼ 01:56:22幕別町512 1334 斉須　真二 ｻｲｽ ｼﾝｼﾞ 中標津十二楽走 01:56:25中標津町513 1470 松山　周平 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 酪農大 01:56:25札幌市514 1620 岩本　智也 ｲﾜﾓﾄ ﾄﾓﾔ 01:56:26七飯町515 1323 小林　拓馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 01:56:27札幌市516 1058 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 帯広緑陽 01:56:38中標津町517 1750 山腰　隆樹 ﾔﾏｺｼ ﾀｶｷ 01:56:49札幌市518 1709 乗久　敦志 ﾉﾘﾋｻ ｱﾂｼ 01:56:53音更町519 1752 田中　将 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 農業情報設計社 01:56:59東京都520 2022 干場　崇裕 ﾎｼﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:57:02本別町521 1603 平井　潤 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝ 01:57:05登別市522 1491 鏑木　久紀 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｻﾉﾘ 01:57:08千歳市523 1562 若山　慶太郎 ﾜｶﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 01:57:09札幌市524 1482 廣瀬　健右 ﾋﾛｾ ｹﾝｽｹ 01:57:10帯広市525 1197 中田　繁祐 ﾅｶﾀ ｼｹﾞﾏｻ 北北ダイハツ 01:57:12旭川市526 1161 白井　直樹 ｼﾗｲ ﾅｵｷ 01:57:15札幌市527 1415 新井　達規 ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ＫＳＬ 01:57:17札幌市528 1445 田島　工幸 ﾀｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ 01:57:17東京都529 1831 杉山　隆哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾔ 01:57:24札幌市530 1927 立石　貴裕 ﾀﾃｲｼ ﾀｶﾋﾛ 01:57:29帯広市531 1563 今井　潤 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝ 北海道新聞社 01:57:32釧路市532 1134 我妻　武史 ﾜｶﾞﾂﾏﾀｹｼ 01:57:36帯広市533 1862 北出　満利 ｷﾀﾃﾞ ﾐﾂﾄｼ 01:57:40清水町534 1102 村上　浩二 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 01:57:44帯広市535 1875 古木　誠 ﾌﾙｷ ﾏｺﾄ 北海道庁 01:57:52遠別町536 1074 穴田　昇隆 ｱﾅﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 01:57:58今金町537 1723 曽山　勝義 ｿﾔﾏ ｶﾂﾖｼ ハヤブサ 01:57:58札幌市538 1928 新井　憲 ｱﾗｲ ｹﾝ 01:58:02帯広市539 1045 佐藤　俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 01:58:03帯広市540 1844 桐山　知彦 ｷﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 01:58:19旭川市541 1117 米地　靖博 ﾖﾈﾁ ﾔｽﾋﾛ 01:58:23帯広市542 1291 能瀬　万里雄 ﾉｾ ﾏﾘｵ 01:58:25東京都543 1657 佐藤　達哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 旭川つばさ 01:58:25旭川市544 1537 山崎　顕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 01:58:27釧路市545 1840 滝川　純一 ﾀｷｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:58:29清水町546 1625 加藤　友基 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 01:58:30東京都547 1151 保見 年將 ﾎﾐ ﾄｼﾏｻ 01:58:31帯広市548 1895 黒川　玲倫 ｸﾛｶﾜ ｱｷﾉﾘ 01:58:33音更町549 1421 佐藤　俊則 ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾘ コーヨー日軸 01:58:36北見市550 1571 鳥倉　徳行 ﾄﾘｸﾗ ﾉﾘﾕｷ √６６ 01:58:39中札内村print :2019/10/28 10:24:11 23/111 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35歳～49歳 カナ 市町村551 1599 佐野　篤志 ｻﾉ ｱﾂｼ あいがも会 01:58:40旭川市552 1707 奥山　千可範 ｵｸﾔﾏ ﾁｶﾉﾘ 01:58:43遠軽町553 1130 三浦　和也 ﾐｳﾗﾀｶﾔ 01:58:43釧路市554 1476 鈴木　健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 01:58:53大樹町555 1987 坂上　兼司 ｻｶｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 01:58:58帯広市556 1994 高橋　宣之 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ズコーシャ 01:59:00幕別町557 1712 石川　英一 ｲｼｶﾜ ｴｲｲﾁ ＪＰＨ 01:59:03上士幌町558 1471 塚本　登 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 01:59:12帯広市559 1217 国枝　直人 ｸﾆｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 01:59:14札幌市560 1801 渡邉　大太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾀ スウェーデン宮 01:59:15札幌市561 1289 大口　亮介 ｵｵｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ ルート６６ 01:59:17帯広市562 1584 池田　克美 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 01:59:17札幌市563 1184 泉　浩実 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 南幌ＭＣ 01:59:20南幌町564 1062 西山　元啓 ﾆｼﾔﾏ ﾓﾄﾋﾛ 01:59:21帯広市565 1019 吉本　武志 ﾖｼﾓﾄ ﾀｹｼ 01:59:24帯広市566 1264 嶽山　敏嗣 ﾀﾞｹﾔﾏ ﾄｼﾂｸﾞ 01:59:25釧路市567 1245 加茂　忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 01:59:27音更町568 1240 藤田　和也 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 鉄人未遂 01:59:28富良野市569 1140 小田　剛裕 ｵﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 01:59:29音更町570 1484 太田　茂一 ｵｵﾀ ｼｹﾞｶｽﾞ めとりっく 01:59:40神奈川県571 1021 春木　洋祐 ﾊﾙｷ ﾖｳｽｹ 01:59:44帯広市572 1195 山崎　恒 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ ルート６６ 01:59:50帯広市573 1097 今野　克彦 ｺﾝﾉ ｶﾂﾋｺ 01:59:54帯広市574 1997 坂口　嘉啓 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 帯広市 01:59:54帯広市575 1341 橋本　健 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 01:59:55新得町576 1124 西川　健 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ 01:59:59帯広市577 1034 藤元　隆憲 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 学ＡＣ 02:00:00滝川市578 1003 丹羽　基憲 ﾆﾜ ﾓﾄﾉﾘ 02:00:01士幌町579 1867 田代　淳 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝ 02:00:03札幌市580 1887 柴田　恭兵 ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 02:00:06札幌市581 1931 山本　秀美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ JAめむろ 02:00:08芽室町582 1314 福島　隆晴 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾊﾙ 02:00:16帯広市583 1430 杉山　道典 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾉﾘ オマック 02:00:17札幌市584 1095 北山　博哉 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛﾔ 02:00:22帯広市585 1327 湯淺　圭介 ﾕｱｻ ｹｲｽｹ 02:00:22札幌市586 1959 松田　健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 02:00:23浦幌町587 1454 加藤　博将 ｶﾄｳ ﾋﾛﾏｻ コマツ道東 02:00:38音更町588 1644 石橋　真進 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｼﾝ 十勝総合振興局 02:00:39帯広市589 1817 八木　和也 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾔ 02:00:40帯広市590 2008 高橋　慶次 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 02:00:50音更町591 1247 小笠原　裕介 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｽｹ ピカ 02:00:50札幌市592 1726 池上　龍児 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳｼﾞ 02:00:52旭川市593 1925 小泉　広明 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 02:00:55帯広市594 1192 孝橋　賢治 ｺｳﾊｼ ｹﾝｼﾞ 02:00:57埼玉県595 1066 丸山　収也 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾔ 02:00:59音更町596 1467 小口　友明 ｺｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ ＩＩＪＡＮ 02:00:59札幌市597 1876 國部　恵一 ｺｸﾌﾞ ｹｲｲﾁ 02:01:02音更町598 1743 稲葉　泰明 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽｱｷ 02:01:05音更町599 1318 笹川　善史 ｻｻｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 02:01:14札幌市600 1573 大河内　亮 ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳ ルチアーノＲＣ 02:01:16北広島市print :2019/10/28 10:24:11 24/111 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35歳～49歳 カナ 市町村601 1419 斧　淳平 ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 02:01:16帯広市602 1804 高田　雅典 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 02:01:16札幌市603 1001 坂本　直樹 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 02:01:21幕別町604 1953 宮部　宗明 ﾐﾔﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ ホッチーノ 02:01:22帯広市605 1851 眞壁　直人 ﾏｶﾍﾞ ﾅｵﾄ 発酵食研究所 02:01:26音更町606 1533 関塚　次郎 ｾｷﾂﾞｶ ｼﾞﾛｳ 02:01:30帯広市607 1457 加賀谷　大成 ｶｶﾞﾔ ﾀﾞｲｾｲ 日本製紙 02:01:36釧路市608 1477 櫻田　征敏 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻﾄｼ Ｓ．Ｋ．Ｔ 02:01:38音更町609 1277 藤井　龍彦 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾋｺ 02:01:39北見市610 1249 内田　勇介 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＴＡＰ 02:01:43本別町611 1014 野田　龍司 ﾉﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 02:01:45池田町612 1589 長部　和幸 ｵｻﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 02:01:46札幌市613 2009 福原　一成 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 02:01:51帯広市614 1704 石田　渉 ｲｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 02:01:51幕別町615 1064 島影　和也 ｼﾏｶｹﾞ ｶｽﾞﾔ 02:01:53帯広市616 1075 野村　秀一 ﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 02:01:57帯広市617 1919 藤野　忠 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 02:02:00長沼町618 1681 小形　誠 ｵｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 02:02:01釧路市619 1406 西向　弘樹 ﾆｼﾑｶｲ ﾋﾛｷ 開西病院 02:02:03音更町620 1402 中薮　幸広 ﾅｶﾔﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 協立病院 02:02:04帯広市621 1505 高山　英将 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾏｻ 02:02:06札幌市622 1673 高根　巧多 ﾀｶﾈ ｺｳﾀ 02:02:07網走市623 1940 逢坂　尚宏 ｵｵｻｶ ﾅｵﾋﾛ 02:02:09帯広市624 1661 古川　敏和 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 02:02:23帯広市625 1666 若林　桂一 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 02:02:42札幌市626 1903 阿曽　秀樹 ｱｿ ﾋﾃﾞｷ ＪＡめむろ 02:02:43芽室町627 1463 今吉　誠 ｲﾏﾖｼ ﾏｺﾄ 緑走会 02:02:45帯広市628 1365 吉川　智洋 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ チーム５・８ 02:02:48帯広市629 1424 遠藤　太一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 02:02:52札幌市630 1539 錦川　博文 ﾆｼｷｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 02:02:52旭川市631 1784 赤間　史章 ｱｶﾏ ﾌﾐｱｷ Ａスタイル 02:02:55旭川市632 1983 加藤　誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ NHK帯広 02:02:57帯広市633 1283 広瀬　隆之 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 02:03:09苫小牧市634 1109 富澤　大和 ﾄﾐｻﾜ ﾔﾏﾄ 02:03:14帯広市635 1757 朴澤　憲和 ﾎｳｻﾞﾜ ﾉﾘｶｽﾞ 徳洲会 02:03:17鹿児島県636 1897 本吉　宣也 ﾓﾄﾖｼ ﾉﾌﾞﾔ コートドール 02:03:27旭川市637 1481 大西　隆弘 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 02:03:34帯広市638 1653 沖山　義徳 ｵｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 02:03:44更別村639 1896 四宮　博之 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 02:03:48帯広市640 1921 深倉　嘉啓 ﾌｶｸﾗ ﾖｼﾋﾛ シオン株式会社 02:04:00札幌市641 1593 楢山　潤 ﾅﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＤＯＣＫＲＵＮ 02:04:01七飯町642 1815 大場　敬太 ｵｵﾊﾞ ｹｲﾀ 02:04:06札幌市643 1914 能村　寿美 ﾉｳﾑﾗ ﾄｼﾐ 02:04:09鹿追町644 1916 永岡　拓也 ｴｲｵｶ ﾀｸﾔ 02:04:22埼玉県645 1886 河尻　哲郎 ｶﾜｼﾞﾘ ﾃﾂﾛｳ 02:04:31札幌市646 1697 明石　祥吾 ｱｶｼ ｼｮｳｺﾞ 02:04:41札幌市647 1506 熊谷　圭 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲ 02:04:44札幌市648 1345 田村　裕之 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 02:04:45様似町649 1627 山内　寿樹 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ パコ帯広３ 02:04:46帯広市650 1263 尾形　直樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 02:04:53清水町print :2019/10/28 10:24:11 25/111 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35歳～49歳 カナ 市町村651 218 荻野　修司 ｵｷﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ ＢＦＧ 02:04:55千葉県652 1203 鴨志田　操 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐｻｵ 02:04:57埼玉県653 1154 島田　優 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 02:05:00芽室町654 1715 高橋　和史 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾌﾐ カルビーポテト 02:05:02帯広市655 1698 武田　大悟 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 02:05:03帯広市656 1979 静川　拓海 ｼｽﾞｶﾜ ﾀｸﾐ 02:05:04新得町657 1902 織笠　真行 ｵﾘｶｻ ﾏｻﾕｷ ＪＴＢ 02:05:05帯広市658 1966 福西　琢真 ﾌｸﾆｼ ﾀｸﾏ 02:05:07帯広市659 1955 渡邊　淳一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 02:05:08札幌市660 1700 三浦　和則 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 02:05:08安平町661 1498 巽　豊 ﾀﾂﾐ ﾕﾀｶ コージ 02:05:17千歳市662 1485 橋本　大志 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｼ 02:05:19帯広市663 2005 加藤　慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 02:05:22帯広市664 1917 小笠原　純 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 02:05:27東京都665 1290 佐藤　安彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ 酒❤ＲＵＮ 02:05:29幕別町666 1852 細川　和浩 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ＪＰＧＲＣ 02:05:34上士幌町667 1126 安藤　司 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 02:05:35芽室町668 1107 十倉　智秀 ﾄｸﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 株ＢＩＧＳＫＹ 02:05:37芽室町669 1947 北村　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 02:05:38音更町670 1818 富田　房芳 ﾄﾐﾀ ﾌｻﾖｼ 02:05:40士幌町671 1010 木村　吾勝 ｷﾑﾗ ｱｶﾞﾂ 02:05:44音更町672 1588 小池　貴之 ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ 谷本会計事務所 02:05:46帯広市673 1048 篠原　光一 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ 02:05:55釧路町674 1739 中谷　晃 ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾗ 杏．ＡＮ 02:06:01札幌市675 220 松川　智之 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 02:06:03北見市676 1882 葛巻　秀敏 ｸｽﾞﾏｷ ﾋﾃﾞﾄｼ こまば歯科 02:06:06釧路市677 1330 工藤　浩介 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 02:06:08中標津町678 1023 金久保　義徳 ｶﾅｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ 02:06:24幕別町679 1513 石原　岳 ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 02:06:31帯広市680 1792 井馬　智彦 ｲﾏ ﾄﾓﾋｺ 02:06:33札幌市681 1401 山内　浩二 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ 02:06:36帯広市682 1016 糸谷　真琴 ｲﾄﾔ ﾏｺﾄ 02:06:43帯広市683 1892 斎藤　裕樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 02:06:44札幌市684 1923 田中　孝明 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 02:06:49帯広市685 1761 田中　和己 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ 02:06:50帯広市686 1685 大橋　晋 ｵｵﾊｼ ｽｽﾑ 02:06:55帯広市687 1628 安井　啓悟 ﾔｽｲ ｹｲｺﾞ 輔仁会ＲＣ 02:07:01帯広市688 1106 太田　大介 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 02:07:03帯広市689 1725 青山　正之 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾕｷ ＳＢＪ 02:07:05札幌市690 1674 山田　賢志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ オーバーランズ 02:07:05札幌市691 1510 藤盛　義和 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ 浦乳ＡＣ 02:07:07浦幌町692 1218 小笹　泰宏 ｵｻﾞｻ ﾔｽﾋﾛ 六華ランナーズ 02:07:12札幌市693 1153 本保　貴裕 ﾎﾝﾎﾟ ﾀｶﾋﾛ 02:07:19帯広市694 1624 阿部　真也 ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ 02:07:21釧路市695 1779 仁科　雄策 ﾆｼﾅ ﾕｳｻｸ 02:07:29岡山県696 1273 津村　佳英 ﾂﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 02:07:34鳥取県697 1493 小林　正司 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 02:07:35北見市698 1069 長井　良平 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 02:07:38帯広市699 1907 中村　紀彦 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 柏寿協会 02:07:46音更町700 1120 富樫 将司 ﾄｶﾞｼ ｼｮｳｼﾞ 02:07:48帯広市print :2019/10/28 10:24:11 26/111 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35歳～49歳 カナ 市町村701 1517 石川　加太 ｲｼｶﾜ ｶﾌﾞﾄ 丸善木材 02:07:49釧路市702 1865 福嶋　優 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 02:07:50網走市703 1342 山名　恭央 ﾔﾏﾅ ﾔｽｵ 02:07:57弟子屈町704 1891 塩飽　宏輔 ｼｵｱｸ ｺｳｽｹ 02:08:03幕別町705 1691 伊藤　大樹 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ＪＡサービス 02:08:10帯広市706 1039 七尾　仁 02:08:10帯広市707 1473 川村　義賢 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾔｽ 02:08:36音更町708 1474 山口　武志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 02:08:45帯広市709 1051 大黒　亮典 ｵｵｸﾛ ﾘｮｳｽｹ 02:08:46帯広市710 1362 髙松　悟 ﾀｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 日本製紙ＲＣ 02:08:53苫小牧市711 1766 古川　公二 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ 02:08:57北見市712 1935 休場　祐介 ﾔｽﾐﾊﾞ ﾕｳｽｹ JAめむろ 02:08:58芽室町713 1448 鎌田　克博 ｶﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ Ｔｅａｍ．ＫＰ 02:09:01旭川市714 1911 小林　久晃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾃﾙ みゆきくらぶ 02:09:01旭川市715 1747 武藤　幸太 ﾑﾄｳ ｺｳﾀ 02:09:03新得町716 1300 戸羽　秀和 ﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 02:09:06札幌市717 1910 杉田　嘉裕 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ もつけの会 02:09:07札幌市718 1325 玉置　仁雅 ﾀﾏｵｷ ﾖｼﾏｻ 風たび 02:09:11札幌市719 1472 高橋　智信 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ ザ本屋さん 02:09:20幕別町720 1963 荒木　健太 ｱﾗｷ ｹﾝﾀ 02:09:27幕別町721 1519 作家　弘樹 ｻｯｶ ﾋﾛｷ 02:09:29本別町722 1364 水上　陽裕 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｳｽｹ 足寄ランナーズ 02:09:36足寄町723 1413 時安　徹 ﾄｷﾔｽ ﾄｵﾙ 十勝リサイクル 02:09:42中札内村724 1944 中岫　信 ﾅｶｸｷ ﾏｺﾄ 02:09:44札幌市725 1146 丸橋　雅律 ﾏﾙﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 02:09:49札幌市726 1826 佐藤　元哉 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔ 栗林機工 02:10:02苫小牧市727 1738 中谷　紀之 ﾅｶﾔ ﾉﾘﾕｷ 市立釧路病院 02:10:03釧路市728 1210 吉田　晋治 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ＭＲＣ 02:10:06帯広市729 1286 杉村　克之 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾕｷ マヒローズ 02:10:23帯広市730 1305 高橋　洋太 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾀ 02:10:36帯広市731 1332 伊藤　貴宏 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 02:10:45標津町732 1242 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 02:10:48札幌市733 1434 笹栗　啓太 ｻｻｸﾞﾘ ｹｲﾀ 荒井建設 02:10:49札幌市734 1136 佐藤　洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 02:10:56音更町735 1125 石原　大輔 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 02:11:01帯広市736 1380 山本　大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ 02:11:04帯広市737 1594 谷水　雄樹 ﾀﾆﾐｽﾞ ﾕｳｷ 02:11:21帯広市738 1358 鈴木　和雄 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ Ｄ活部 02:11:23帯広市739 1213 藤枝　聡 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 爆走マイペース 02:11:25札幌市740 1049 﨑山　繁美 ｻｷﾔﾏ ｼｹﾞﾐ 02:11:28帯広市741 1583 打本　英治 ｳﾁﾓﾄ ｴｲｼﾞ ＨＡＣＯ 02:11:33帯広市742 1337 沼田　哲平 ﾇﾏﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 千歳酔どれ 02:11:57千歳市743 1991 小原　大智 ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ 02:12:09札幌市744 1868 宮澤　秀兵 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 02:12:12札幌市745 1432 清水　拓郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｸｵ 02:12:25帯広市746 1616 佐藤　英知 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄﾓ 02:12:29音更町747 1400 大場　豊 ｵｵﾊﾞ ﾕﾀｶ ピース 02:12:33大樹町748 1912 新居　丈幸 ﾆｲ ﾀｹﾕｷ 02:12:37富良野市749 1634 鹿又　祐司 ｶﾉﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 北見酔走楽局 02:12:44北見市750 1740 水口　和洋 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 02:12:48池田町print :2019/10/28 10:24:11 27/111 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35歳～49歳 カナ 市町村751 2011 石川　友和 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 02:12:49岩見沢市752 1668 後藤　典儀 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 02:12:53札幌市753 1610 高橋　善明 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 愛国おやじ部 02:12:57釧路市754 1149 岩寺　洋幸 ｲﾜﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ ＲＵＮ札幌 02:13:01根室市755 1287 中山　俊彦 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾋｺ あさかぜ特許 02:13:08神奈川県756 1360 吉田　宏幸 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 西江建設（株） 02:13:09帯広市757 1654 渡部　謙太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千歳酔どれＲＣ 02:13:17千歳市758 1082 中野　泰弘 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 02:13:18帯広市759 1527 妹尾　強司 ｾｵ ﾂﾖｼ かっぱちゃん 02:13:26釧路市760 1100 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ 02:13:48帯広市761 1575 山下　建 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝ 医大 02:13:49札幌市762 1206 庄司　寛 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ 北海道立北見 02:14:08北見市763 1028 村上　正樹 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 02:14:11帯広市764 1974 工藤　貴史 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 02:14:24札幌市765 1351 西浦　博 ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ 02:14:29札幌市766 1077 加藤　道雄 ｶﾄｳ ﾐﾁｵ 02:14:37音更町767 1631 武田　将道 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 02:14:37釧路市768 1763 大村　俊輔 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 02:14:39帯広市769 1838 細矢　慶治 ﾎｿﾔ ｹｲｼﾞ 食彩空間ほそや 02:14:46更別村770 1093 飯沼　雅史 ｲｲﾇﾏ ﾏｻｼ 02:14:53帯広市771 1018 菅野　洋輔 ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ ＳＧＮグループ 02:15:25釧路市772 1118 渡部　美仁 ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ 02:15:28帯広市773 1848 辻　晃 ﾂｼﾞ ｱｷﾗ 02:15:43旭川市774 1368 伊藤　多嘉彦 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ 02:15:49東京都775 1968 本保　隆之 ﾎﾝﾎﾟ ﾀｶﾕｷ 02:16:00芽室町776 1759 小林　宣広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 焼肉部 02:16:03帯広市777 1728 宮崎　裕士 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ ソラシドエア 02:16:10東京都778 1720 山下　雅史 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 山下家族 02:16:26函館市779 1813 二階堂　裕介 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 02:16:39清水町780 1874 三品　歩 ﾐｼﾅ ｱﾕﾐ 02:16:47中標津町781 1046 丹羽　勝久 ﾆﾜ ｶﾂﾋｻ 02:16:49音更町782 1303 佐藤　陽亮 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 北大低温研 02:17:02札幌市783 1856 本山　宝司 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶｼﾞ 02:17:06音更町784 1915 江原　剛 ｴﾊﾞﾗ ﾀｹｼ TEAM R2 02:17:11鳥取県785 1986 福永　裕之 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 十勝虎八会 02:17:12帯広市786 1546 中原　和彦 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ なかはら整骨院 02:17:13帯広市787 1909 芝村　哲生 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾃﾂｵ 02:17:20帯広市788 1461 宮寺　伸雄 ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞｵ 02:17:22札幌市789 1216 藤村　隆志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ 北海道銀行 02:17:38中標津町790 1976 大和田　章悟 ｵｵﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 十勝均整社 02:17:47音更町791 1060 石田　祥士 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 02:17:48帯広市792 1753 小林　政宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ファイターズ 02:18:02札幌市793 1675 藤田　賢治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 02:18:03音更町794 1005 菊地　伸悟 ｷｸﾁ ｼﾝｺﾞ 02:18:16幕別町795 1489 鈴木　俊之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 02:18:20札幌市796 1778 天野　竜二 ｱﾏﾉ ﾘｭｳｼﾞ 02:18:28美幌町797 1094 小幡　淳 ｵﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 02:18:28帯広市798 1190 高橋　宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 足寄ランナーズ 02:18:32足寄町799 1834 中島　幸夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷｵ 02:18:33旭川市800 1371 太田　仁志 ｵｵﾀ ﾋﾄｼ 02:18:33東京都print :2019/10/28 10:24:11 28/111 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35歳～49歳 カナ 市町村801 1837 鈴木　隆人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ 02:18:42札幌市802 1098 佐藤　健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ まさゆめ 02:18:50帯広市803 1497 髙橋　将 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ ＺｅｎＲＣ 02:18:56札幌市804 1949 溝下　貴洋 ﾐｿﾞｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 02:18:58東京都805 1858 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 02:19:00釧路市806 1878 井上　理 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ フロンティア 02:19:13帯広市807 1542 山本　正幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 02:19:20帯広市808 1950 大和　尚樹 ﾔﾏﾄ ﾅｵｷ 南富良野独走会 02:19:32南富良野809 1841 栗本　岳明 ｸﾘﾓﾄ ﾀｹｱｷ 02:19:32札幌市810 1538 村瀬　淳 ﾑﾗｾ ﾏｺﾄ 喜多組 02:19:33音更町811 1958 松山　岳詩 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 02:19:55帯広市812 1205 見上　祐樹 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ＣＡＭＰ天狗 02:20:06小樽市813 1411 白幡　祐輔 ｼﾗﾊﾀ ﾕｳｽｹ 白樺ベース 02:20:09北見市814 1872 今村　和聖 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 02:20:25帯広市815 1633 松田　隆宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 室蘭開発建設部 02:20:31室蘭市816 1199 小林　秀行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:20:42帯広市817 1009 安田　純教 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 02:20:42音更町818 1768 吉井　敬将 ﾖｼｲ ﾀｶﾏｻ 菜菜 02:20:52釧路市819 1226 安田　博樹 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 02:21:00釧路市820 1939 林下　友博 ﾊﾔｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 02:21:01音更町821 1469 三宅　英彦 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾋｺ 緑丘ランナーズ 02:21:16札幌市822 1112 稲船　豪人 ｲﾅﾌﾈ ｱｷﾄ 02:21:21札幌市823 1194 武下　明浩 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ ＴＪーＫＵＨ 02:21:29帯広市824 1708 水野　裕之 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 02:21:33湧別町825 1089 篠崎　孝治 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 02:21:37帯広市826 1425 太田　貴志 ｵｵﾀ ｱﾂｼ ダイワボウ 02:21:45埼玉県827 1908 佐藤　隆史 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 02:22:13音更町828 1456 恩田　真人 ｵﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ アズキ・ラン部 02:22:19帯広市829 1221 山瀬　誠 ﾔﾏｾ ﾏｺﾄ 02:22:25滝川市830 1764 堀口　人士 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 帯広三条 02:22:40帯広市831 1123 多田　倫和 ﾀﾀﾞ ﾐﾁｶｽﾞ 02:22:44芽室町832 1937 中村　辰徳 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ 02:22:52帯広市833 1888 大沼　修 ｵｵﾇﾏ ｵｻﾑ 02:22:53札幌市834 1796 藤本　健佑 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｽｹ かえで 02:22:54苫小牧市835 1331 豊川　隼人 ﾄﾖｶﾜ ﾊﾔﾄ 02:22:57別海町836 1388 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ＮＴＴ北総支部 02:22:59札幌市837 1767 加納　正臣 ｶﾉｳ ﾏｻｵﾐ 加納美容室 02:22:59苫小牧市838 1088 村田　有輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 02:23:02帯広市839 1604 岩井　英隆 ｲﾜｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 02:23:42帯広市840 1772 能手　秀之 ﾉﾃ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:23:43帯広市841 1308 松下　泰基 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲｷ 02:23:49帯広市842 1056 イブリーマット ｲﾌﾞﾘｰﾏｯﾄ 02:23:53小樽市843 1110 嶋村　安仁 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 02:23:54神奈川県844 1748 中井　良一 ﾅｶｲ ﾘｮｳｲﾁ ここ杏 02:24:32釧路市845 1553 宮下　英己 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾃﾞﾐ 02:24:32釧路市846 1785 栗原　正幸 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 02:24:53愛知県847 1310 小川　純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 02:24:57登別市848 1231 須賀　賢一 ｽｶﾞ ｹﾝｲﾁ 株式会社壁工房 02:25:02茨城県849 1057 齊藤　泰弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 02:25:02釧路市850 1215 児玉　州 ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ ＤＣＭ 02:25:06江別市print :2019/10/28 10:24:11 29/111 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35歳～49歳 カナ 市町村851 1416 成田　和希 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞｷ 02:25:07苫小牧市852 1087 二塚　禎仁 ﾌﾀﾂｶ ﾖｼﾋﾄ 02:25:08音更町853 1494 樋口　雅昌 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｱｷ ＤＣＭ 02:25:08札幌市854 1667 笹川　尚哉 ｻｻｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 02:25:15音更町855 1736 中村　真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ ナカイチ 02:25:15帯広市856 2002 佐々木　英暢 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 02:25:15帯広市857 1186 浜口　朋史 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾌﾐ ＭＳＡ 02:25:16札幌市858 1898 堤　隆明 ﾂﾂﾐ ﾀｶｱｷ 02:25:18釧路市859 1241 菱沼　直弘 ﾋｼﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ チーム直太朗 02:25:23帯広市860 2020 城市　智行 ｼﾛｲﾁ ﾄﾓﾕｷ 02:25:28帯広市861 1516 高田　光治 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 02:25:38新十津川862 1693 小山　司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ 02:26:09帯広市863 1689 斉藤　真悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 東洋デンタル 02:26:19帯広市864 1035 大野　幹治 ｵｵﾉ ﾐｷﾊﾙ マルーブラ 02:26:22帯広市865 1285 野村　具弘 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 林務課８ＳＰ 02:26:38帯広市866 1084 吉田　勝全 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 02:26:57帯広市867 1266 川上　雅広 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 親路ランナーズ 02:27:07札幌市868 10002 横山　裕二 02:27:07869 1989 荒木　樹 ｱﾗｷ ﾀﾂﾙ 02:27:19帯広市870 1973 CHIRA LUIS ﾁﾗ ﾙｲｽ 02:27:24札幌市871 1671 田中　亨 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ チーム田中家 02:27:27釧路市872 1560 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 02:27:33幕別町873 1727 中山　裕介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 帯広駐屯地 02:27:37帯広市874 1428 佐藤　真樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 02:27:43帯広市875 1373 宮本　英樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 02:27:45釧路市876 1864 高山　大樹 ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｷ 02:27:56帯広市877 1162 森本　琢 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸ 02:27:59札幌市878 1114 牧野　秀範 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 02:28:34帯広市879 1375 釜萢　圭 ｶﾏﾔﾁ ｹｲ みちくさＣ 02:28:37釧路市880 1900 宮﨑　仁志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾄｼ 02:28:43札幌市881 1621 武藤　紹悟 ﾑﾄｳ ｼﾖｳｺﾞ マルーブラ 02:28:53帯広市882 1722 平良　陽介 ﾀｲﾗ ﾖｳｽｹ アルク 02:29:01札幌市883 1043 宮下　昇 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ ダーマみや 02:29:08帯広市884 1776 齊藤　寛朗 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 02:29:11浦河町885 1904 鈴木　克浩 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 02:29:18帯広市886 1770 佐々木　誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 02:29:25帯広市887 1025 関　光徳 ｾｷ ﾐﾂﾉﾘ 02:29:37音更町888 1611 森　秀宣 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 02:30:02小樽市889 1866 川上　晃央 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 川上農場 02:30:03帯広市890 1453 藤野　惇也 ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 02:30:16帯広市891 1304 西　哲志 ﾆｼ ｻﾄｼ 02:30:55釧路市892 1719 野口　税 ﾉｸﾞﾁ ﾁｶﾗ アルク 02:30:58札幌市893 1116 一條　昭訓 ｲﾁｼﾞｮｳ ｱｷﾉﾘ 02:31:27帯広市894 1946 半間　篤 ﾊﾝﾏ ｱﾂｼ 02:31:50東京都895 1579 浅井　一彦 ｱｻｲ ｶｽﾞﾋｺ 浅岡工業（株） 02:31:55帯広市896 1922 野沢　友宏 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 02:31:56帯広市897 1977 堀内　努 ﾎﾘｳﾁ ﾂﾄﾑ 帯広協会病院 02:32:25帯広市898 1086 塩入　徹 ｼｵｲﾘ ﾄｵﾙ 02:32:38帯広市899 1387 石川　貴規 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 02:32:46札幌市900 1363 前田　多聞 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾓﾝ 北欧スポーツ 02:33:00網走市print :2019/10/28 10:24:11 30/111 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35歳～49歳 カナ 市町村901 1854 萩原　淳史 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 02:33:03帯広市902 1152 山本　修爾 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 02:33:12帯広市903 1352 茂内　優憲 ｼｹﾞﾅｲ ﾏｻﾉﾘ しげない事務所 02:33:15神奈川県904 1845 得能　里明 ﾄｸﾉｳ ﾐﾁｱｷ 02:33:16南富良野905 1396 出口　延幸 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:33:22帯広市906 1651 伊藤　馨 ｲﾄｳ ｶｵﾙ アルク 02:33:44札幌市907 213 髙橋　友明 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 02:34:25札幌市908 1115 眞鍋　俊秀 ﾏﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 02:34:38帯広市909 1855 三浦　紀秋 ﾐｳﾗ ﾉﾘｱｷ 十勝勤医協 02:34:39帯広市910 1788 古西　宏治 ﾌﾙﾆｼ ｺｳｼﾞ 02:35:20札幌市911 1789 経澤　好成 ﾂﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ 02:35:20帯広市912 1705 上林　和彦 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ 北海道東 02:35:33大阪府913 1551 小野寺　亮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ スラムディ 02:35:41帯広市914 1746 田口　豊 ﾀｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 02:35:59釧路市915 1452 江川　禎浩 ｴｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 芍薬甘草湯 02:35:59札幌市916 1873 小沢　勇人 ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 02:36:09音更町917 1829 富樫　裕介 ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ 02:36:24札幌市918 1932 佐藤　浩章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 02:36:31幕別町919 1254 和田　琢磨 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ ＯＢＯ－Ｚ 02:36:38札幌市920 1721 遠藤　威宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 02:36:40江差町921 1361 吉田　和美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 02:37:09札幌市922 1275 石黒　友伊 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｲ 02:37:19札幌市923 1483 濱田　安之 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 02:37:28帯広市924 1200 佐藤　健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 02:37:28千葉県925 1600 舘盛　隼人 ﾀﾃﾓﾘ ﾊﾔﾄ 02:37:31芽室町926 1298 大久保　昭男 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷｵ 02:37:54釧路市927 1147 椋井　保行 ﾑｸｲ ﾔｽﾕｷ 02:38:18帯広市928 1984 目黒　壮一 ﾒｸﾞﾛ ｿｳｲﾁ 菜菜 02:38:19釧路市929 1015 高見澤　剛 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 02:38:21小樽市930 1706 高橋　清美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ フリー 02:38:30帯広市931 1580 安念　和泰 ｱﾝﾈﾝ ｶｽﾞﾔｽ 02:38:31音更町932 1692 櫻井　和宏 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ ＪＴＢ 02:38:38帯広市933 1113 森谷　悟 ﾓﾘﾔ ｻﾄﾙ 02:38:38埼玉県934 1995 松本　和彦 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 02:38:47帯広市935 1800 掛川　克己 ｶｹｶﾞﾜ ｶﾂｷ 町立別海病院 02:38:50別海町936 1699 中橋　保典 ﾅｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 02:39:14帯広市937 1096 坂口　愛 ｻｶｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 02:39:19幕別町938 1665 渡谷　和男 ﾜﾀﾘﾔ ｶｽﾞｵ 土地連 02:39:21滝川市939 1816 松永　靖 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｼ 02:39:46帯広市940 1749 佐藤　浩幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 02:39:47池田町941 1960 伊藤　優 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 02:40:15音更町942 1238 笹谷　直樹 ｻｻﾔ ﾅｵｷ 02:40:43北見市943 1585 中西　弘 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ 国土交通省 02:40:45神奈川県944 1807 只石　裕輝 ﾀﾀﾞｲｼ ﾋﾛｷ 02:41:42帯広市945 1839 佐藤　敏博 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 02:41:46平取町946 1744 安食　正人 ｱｼﾞｷ ﾏｻﾄ 02:41:48帯広市947 1040 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 02:41:52帯広市948 1825 中島　肇 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ ＴＡＭＩＹＡ 02:43:09苫小牧市949 1274 上田　仁志 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 帝人ファーマ 02:44:16釧路市950 1032 小松　健児 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ りりほ和の輪会 02:44:39中札内村print :2019/10/28 10:24:11 31/111 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35歳～49歳 カナ 市町村951 1201 村本　淳 ﾑﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ＳＪランナーズ 02:45:45帯広市952 1224 太田　圭治 ｵｵﾀ ｹｲｼﾞ 02:46:23釧路市953 1479 服部　直毅 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 02:47:02札幌市954 1832 船屋　清文 ﾌﾅﾔ ｷﾖﾌﾐ 02:47:22札幌市955 1405 工藤　英明 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 02:47:35芽室町956 1735 林　裕太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 02:47:46帯広市957 1544 伊藤　寛 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 02:48:11札幌市958 1650 岩岡　夢貴 ｲﾜｵｶ ﾕﾒﾀｶ 02:48:18幕別町959 1714 勝又　淳 ｶﾂﾏﾀ ｱﾂｼ 幕別町役場 02:48:18幕別町960 1392 浜頭　正弘 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾏｻﾋﾛ 幕別町役場 02:48:18帯広市961 1509 吉田　享平 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 夢貴倶楽部 02:48:19幕別町962 1581 熊谷　渉 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ とりやん 02:48:43札幌市963 1992 小室　嘉幾 ｺﾑﾛ ﾖｼｷ 02:48:46帯広市964 1248 石井　丈仁 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾄ チームはるりく 02:49:05札幌市965 1038 後藤　佳功 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 02:49:12帯広市966 1830 平　展行 ﾀｲﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:49:15羽幌町967 1209 吉田　博文 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 02:49:18東京都968 1410 横幕　健司 ﾖｺﾏｸ ｹﾝｼﾞ ＪＡ本別ＲＣ 02:49:36本別町969 1315 森内　康成 ﾓﾘｳﾁ ﾔｽﾅﾘ 明治飼糧 02:49:45帯広市970 1012 玉田　由亘 ﾀﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:50:27清水町971 1137 本田　圭太 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 02:51:21神奈川県972 1366 木村　修 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ 千歳酔いどれＲ 02:51:44江別市973 1133 増田　貴行 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 02:52:00帯広市974 1202 小口　寛人 ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ＳＪランナーズ 02:53:46帯広市975 1870 関根　学 ｾｷﾈ ﾏﾅﾌﾞ 02:54:23本別町976 2006 山口　尚嗣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾂｸﾞ 山口車体 02:55:06帯広市977 1132 谷口　達浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 02:56:19札幌市978 1982 尾崎　宏之 ｵｻｷ ﾋﾛﾕｷ 02:56:43鳥取県979 222 伊藤　研 ｲﾄｳ ｹﾝ 和牛を目指す会 02:56:47北見市980 1555 中島　孝幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 02:58:57芽室町981 1582 高田　浩和 ﾀｶﾀ ﾋﾛｶｽﾞ チーム樹海 02:59:00富良野市982 1894 西山　順紀 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷ 02:59:13帯広市983 1063 松尾　高宏 ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ 03:01:29帯広市984 1970 千葉　俊晴 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾊﾙ 03:04:57帯広市985 1881 小菅　史郎 ｺｽｹﾞ ｼﾛｳ ＦＰＣ 03:06:07帯広市
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