
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50歳～64歳 カナ 市町村1 45 野村　智幸 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 作．ＡＣ北海道 01:18:37旭川市2 2707 石田　国松 ｲｼﾀﾞ ｸﾆﾏﾂ ◆横浜訓盲学院 01:18:49福岡県3 76 丸山　浩司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 札幌陸協 01:19:31千歳市4 2590 大宮　一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ Ｒコンセプト 01:20:24登別市5 51 島崎　賢一 ｼﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ ＲＩＳＥ　ＲＣ 01:20:31札幌市6 58 平岡　幸彦 ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾋｺ ニッテン芽室 01:21:46芽室町7 2396 浅川　永太 ｱｻｶﾜ ｴｲﾀ あさかわ整骨院 01:22:06旭川市8 80 鎌田　浩二 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ちばりよ～ＲＣ 01:22:33札幌市9 43 高橋　文浩 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 01:22:57札幌市10 232 大瀬　秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌エクセル 01:23:45札幌市11 2145 鈴木　隆志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ Ｂ・Ｓ　ＲＵＮ 01:25:14旭川市12 89 中村　敦史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ Ｒコンセプト 01:25:33札幌市13 79 佐野　伸樹 ｻﾉ ﾉﾌﾞｷ 十勝陸協 01:25:56上士幌町14 87 西森　秀二 ﾆｼﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ ノースウインド 01:26:14釧路市15 84 薬袋　孝宣 ﾐﾅｲ ﾀｶﾉﾌﾞ ＡＲＣ仙台 01:26:17札幌市16 104 滝井　利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌陸協 01:26:18札幌市17 2617 市川　秀樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 帯広信用金庫 01:26:21帯広市18 2651 藤　克己 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 室蘭入江ＲＣ 01:27:04登別市19 2568 久保　昭雄 ｸﾎﾞ ｱｷｵ 01:27:13帯広市20 2282 南　鉄也 ﾐﾅﾐ ﾃﾂﾔ 帯広ランナーズ 01:27:19帯広市21 123 水江　伸夫 ﾐｽﾞｴ ﾉﾌﾞｵ エクセルＲＣ 01:27:30札幌市22 2394 知野　克彦 ﾁﾉ ｶﾂﾋｺ 三菱製鋼室蘭 01:27:38登別市23 2354 中岡　章広 ﾅｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 01:28:09札幌市24 110 田中　信 ﾀﾅｶ ｼﾝ ふらっちょ 01:28:12富良野市25 2647 成田　芳道 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾐﾁ 01:28:52札幌市26 2439 松下　真一 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝｲﾁ 01:28:56札幌市27 2491 杉本　章 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 01:28:58上士幌町28 2524 西浦　誠 ﾆｼｳﾗ ﾏｺﾄ 01:29:08帯広市29 2274 野津　司 ﾉﾂﾞ ﾂｶｻ 旭川医大 01:29:08旭川市30 2170 武田　文男 ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ ＴＮＰ北海道 01:29:12帯広市31 178 安田　則之 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 道マラソンク 01:29:31札幌市32 105 藤原　茂法 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 函館走ろう会 01:29:52北斗市33 111 今井　裕毅 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 鹿島建設 01:30:37札幌市34 2658 栗栖　充博 ｸﾘｽ ﾐﾂﾋﾛ 01:30:39芽室町35 2827 石塚　勝生 ｲｼﾂﾞｶ ｶﾂｵ 01:30:54幕別町36 2667 戸水　秀之 ﾄﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 01:31:05音更町37 2407 宮井　祐介 ﾐﾔｲ ﾕｳｽｹ 01:31:06札幌市38 2183 安村　重幸 ﾔｽﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ オビトラ 01:31:26帯広市39 2792 甲斐野　章 ｶｲﾉ ｱｷﾗ 01:31:29別海町40 96 後藤　義博 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ キャラサラ 01:31:47旭川市41 2204 小松　敏紀 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽骨髄バンク 01:31:48小樽市42 2631 山副　力 ﾔﾏｿﾞｴ ﾁｶﾗ 釧路ランナーズ 01:31:50釧路町43 2431 倉野　真一 ｸﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 01:31:51釧路市44 2458 山本　文朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 池上学院旭川 01:31:59旭川市45 2253 小川　伸一 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 01:32:28帯広市46 142 米谷　繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ ＣＲ２北海道 01:32:40札幌市47 2734 安藤　要誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾌﾞ 01:32:43帯広市48 155 森田　敏明 ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ ノースウインド 01:32:45釧路市49 2305 白藤　茂 ｼﾗﾌｼﾞ ｼｹﾞﾙ 01:32:50帯広市50 2613 寺岡　利秋 ﾃﾗｵｶ ﾄｼｱｷ 01:32:55北見市print :2019/10/28 10:24:12 33/111 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50歳～64歳 カナ 市町村51 95 福田　仁 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄｼ ハノハノ陸上部 01:33:14札幌市52 2286 水間　剛 ﾐｽﾞﾏ ﾂﾖｼ 名寄市役所ＪＣ 01:33:26名寄市53 2603 澤田　雅由 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾖｼ おびしん 01:33:28帯広市54 2728 橋本　学 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ ＵＭＶＵＲＯ 01:33:35旭川市55 2440 加藤　孝明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 幌武意釣会 01:33:42札幌市56 175 川口　賀津夫 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ ＴＲ２ＥＣ 01:33:48神奈川県57 154 菊地　昭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 三角山走友会 01:34:05千歳市58 2454 藤田　孝明 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｱｷ ＵＲＣ 01:34:13余市町59 2650 加藤　正之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 音更町 01:34:17音更町60 2321 山口　泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 帯広工業高校 01:34:21帯広市61 2280 大上　克也 ｵｵｶﾞﾐ ｶﾂﾔ 鹿追町役場 01:34:24鹿追町62 2558 中元　浩巳 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 向陽ヶ丘病院 01:34:59網走市63 2272 舟橋　利明 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼｱｷ Ｃ－ＴｉｍｅＬ 01:35:25中標津町64 2717 小笠原　信也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ 01:35:50斜里町65 2337 常石　隆顕 ﾂﾈｲｼ ﾀｶｱｷ 旭川ＮＧＲ 01:35:56旭川市66 2490 木田　敏幸 ｷﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01:36:28釧路市67 2245 安保　信之 ｱﾝﾎﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:36:42音更町68 157 鬼頭　智 ｷﾄｳ ｻﾄﾙ わっさむＡＣ 01:36:44和寒町69 2101 大木　正幸 ｵｵｷ ﾏｻﾕｷ ＪＡうらほろ 01:36:46浦幌町70 2752 柴田　保 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾓﾂ ５２普３中 01:36:47帯広市71 2328 平山　宏照 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾃﾙ 鹿追町役場 01:36:48鹿追町72 2265 安藤　卓也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 01:36:49帯広市73 2346 土田　泰史 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽｼ ＫＥＩＡＩ 01:36:52音更町74 2405 太田　義浩 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ ＳＦＲＣ 01:37:00札幌市75 2310 白山　美智晴 ｼﾗﾔﾏ ﾐﾁﾊﾙ 吉井商事 01:37:11帯広市76 2587 青砥　修一 ｱｵﾄ ｼｭｳｲﾁ 01:37:33幕別町77 2543 菊地　寛 ｷｸﾁ ﾕﾀｶ なかふ 01:37:39中富良野78 2765 酒井　徹 ｻｶｲ ﾃﾂ ドリームランナ 01:37:44神奈川県79 2348 山崎　真二 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 北海電工ＲＣ 01:37:52札幌市80 2342 東　隆 ｱｽﾞﾏ ﾀｶｼ ＳＳＳ旭川 01:37:57旭川市81 2121 佐藤　正男 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 01:38:16帯広市82 2251 大房　正知 ｵｵﾌｻ ﾏｻﾄﾓ ＪＲ札幌病院 01:38:24札幌市83 2729 井川　学 ｲｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 帯広地本 01:38:44帯広市84 150 中田　邦宏 ﾅｶﾀ ｸﾆﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 01:39:02札幌市85 2565 川俣　昌和 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻｶｽﾞ 01:39:28帯広市86 2225 今井　直樹 ｲﾏｲ ﾅｵｷ 帯農高森林科 01:39:33帯広市87 2104 藤倉　稔 ﾌｼﾞｸﾗ ﾐﾉﾙ 釧路中央郵便局 01:39:45釧路市88 2387 秋元　浩一 ｱｷﾓﾄ ｺｳｲﾁ 帯広動物園 01:39:46帯広市89 2129 吉田　和幸 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 01:39:47帯広市90 144 小林　弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 道北陸協 01:39:52旭川市91 2527 鹿野内　浩幸 ｶﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 01:40:17北見市92 2402 田島　拓治 ﾀｼﾞﾏ ﾀｸｼﾞ ゆうちょ帯広店 01:40:25函館市93 230 山根　伸也 ﾔﾏﾈ ｼﾝﾔ ＳＲＣ９０４ 01:40:26網走市94 147 木下　洋 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ 01:40:46帯広市95 2639 鳥本　鋭二 ﾄﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ 曽我　ＲＣ 01:40:52音更町96 2497 東原　輝昭 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾃﾙｱｷ よつ葉乳業 01:40:55札幌市97 161 川上　正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京陸協 01:40:58東京都98 2248 稲垣　良博 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 遊岳荘ＲＣ 01:41:01釧路市99 2520 片岡　史知 ｶﾀｵｶ ﾌﾐﾊﾙ 01:41:17帯広市100 2156 内田　勇次 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 釧路走ろう会 01:41:22釧路市print :2019/10/28 10:24:12 34/111 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50歳～64歳 カナ 市町村101 2748 平井　健一 ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ 01:41:45別海町102 2154 阿部　誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 01:41:49池田町103 2230 廣田　寧之 ﾋﾛﾀ ﾔｽﾕｷ 01:41:49音更町104 2153 内海　俊希 ｳﾁｳﾐ ﾄｼｷ 01:41:52幕別町105 186 富樫　信夫 ﾄｶﾞｼ ﾉﾌﾞｵ ノースウインド 01:42:05釧路市106 2859 上原　宗博 ｳｴﾊﾗ ﾑﾈﾋﾛ 01:42:08釧路市107 2295 大場　博史 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｼ ＥＡＣ 01:42:15北広島市108 2459 那賀島　聡 ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ 十勝大雪 01:42:19帯広市109 2415 城石　徹 ｼﾛｲｼ ﾄｵﾙ 01:42:23幕別町110 2755 中村　義範 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 旭山学園 01:42:23鹿追町111 2143 加藤　秀夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ ディスポＡＣ 01:42:29帯広市112 2464 高森　浩実 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾛﾐ 凡人ＲＣ 01:42:31札幌市113 2812 西澤　晶英 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 帯広市防災 01:42:36音更町114 2467 竹森　保夫 ﾀｹﾓﾘ ﾔｽｵ 01:42:42倶知安町115 2511 北田　和敏 ｷﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 川西小学校 01:42:52芽室町116 2764 樋口　忠 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 永井工業（株） 01:42:55芽室町117 2152 笹原　和幸 ｻｻﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 笹原動物病院 01:43:04富良野市118 2325 喜多　幸仁 ｷﾀ ﾕｷﾋﾄ ＨＣ帯広ＡＣ 01:43:04帯広市119 2279 古藤　敏文 ｺﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 自由人倶楽部 01:43:07帯広市120 2484 寺澤　正 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾀﾞｼ 空知パブリック 01:43:11千歳市121 2808 鳥居　浩三 ﾄﾘｲ ｺｳｿﾞｳ 時事通信 01:43:14帯広市122 2620 澁谷　正文 ｼﾌﾞﾔ ﾀﾀﾞﾌﾐ 01:43:16富良野市123 2747 溝口　善昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 01:43:20帯広市124 2843 朴　昌人 ﾎｳ ﾏｻﾋﾄ 01:43:31帯広市125 2690 毛利　毅 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 苫小牧市明徳小 01:43:36苫小牧市126 2619 畑中　裕之 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 道マラソンク 01:43:41札幌市127 2624 伊藤　裕 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 01:43:49愛知県128 205 後藤　健一 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｲﾁ 01:43:53札幌市129 2714 片岡　敏行 ｶﾀｵｶ ﾄｼﾕｷ サカＲＣ 01:43:53網走市130 2786 渡辺　宏一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 01:43:54東京都131 2221 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 01:44:13帯広市132 2448 中川　幸浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 北海道エネルギ 01:44:17小樽市133 2357 坂口　悦範 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 01:44:19札幌市134 2388 武田　敦 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ 釧路開発建設部 01:44:21音更町135 2151 須藤　勇視 ｽﾄﾞｳ ｲｻﾐ 01:44:22足寄町136 140 吉田　典正 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 01:44:22愛知県137 2393 石塚　式美 ｲｼﾂﾞｶ ｼｷﾐ 北の国から 01:44:30芽室町138 2756 岡坂　光雄 ｵｶｻｶ ﾐﾂｵ 01:44:31旭川市139 2597 佐藤　学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 01:44:35札幌市140 2172 岡山　弘紀 ｵｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 01:44:39帯広市141 2339 金沢　明尚 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾋｻ ルチアーノＲＣ 01:44:42札幌市142 120 正木　徳 ﾏｻｷ ｻﾄｼ ルチアーノＲＣ 01:44:42札幌市143 2635 湯原　勇夫 ﾕﾊﾗ ｲｻｵ チーム桑の実 01:44:44札幌市144 2594 西川　義春 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾊﾙ 喜多組 01:44:44音更町145 190 金谷　義孝 ｶﾅﾔ ﾖｼﾀｶ 帯広市森の里小 01:44:45帯広市146 2381 かとう　ひろし ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 01:44:45札幌市147 2379 小倉　昌志 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｼ チームＧＯＧＯ 01:44:47余市町148 2516 小椋　則幸 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ 楽走会 01:44:51帯広市149 2681 宮嶋　勝義 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾖｼ 陸上自衛隊 01:45:18帯広市150 2538 志知　芳彦 ｼﾁ ﾖｼﾋｺ 網走桂陽 01:45:20網走市print :2019/10/28 10:24:12 35/111 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50歳～64歳 カナ 市町村151 2236 小西　勝久 ｺﾆｼｶﾂﾋｻ 01:45:26釧路市152 2488 半田　勝彦 ﾊﾝﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 東士幌小学校 01:45:28音更町153 2718 舘山　良樹 ﾀﾃﾔﾏ ﾖｼｷ ｆｃ２４ 01:45:29札幌市154 2299 佐藤　公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ ４連本管 01:45:31音更町155 2589 加藤　幸一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 和牛を目指す会 01:45:33北見市156 2284 田中　徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 帯広厚生病院 01:45:37帯広市157 2627 浦部　みむね ｳﾗﾍﾞ ﾐﾑﾈ 道立農業大学校 01:45:46本別町158 2317 丸瀬　孝一 ﾏﾙｾ ｺｳｲﾁ 01:45:57帯広市159 2450 斉藤　一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 金山アスリート 01:45:57札幌市160 2552 高成　宏士 ﾀｶﾅﾘ ｱﾂｼ 高成整骨院 01:46:04旭川市161 2692 氏家　哲也 ｳｼﾞｲｴ ﾃﾂﾔ 北海道マツダ 01:46:05札幌市162 2536 岡　孝博 ｵｶ ﾀｶﾋﾛ 01:46:10恵庭市163 2399 森本　博明 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 01:46:10岩見沢市164 2365 神　和紀 ｼﾞﾝ ｶｽﾞﾉﾘ 道北ベース 01:46:20旭川市165 2610 赤坂　和也 ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾔ 01:46:26岩見沢市166 185 松本　保 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾓﾂ 折れない心ＲＣ 01:46:29札幌市167 2456 村上　宏之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ ひとり散歩会 01:46:33旭川市168 2641 杉田　幸雄 ｽｷﾞﾀ ﾕｷｵ 01:46:37帯広市169 2731 小池　尚生 ｺｲｹ ﾋｻｵ 01:46:38宮崎県170 2447 加藤　茂範 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ メディセオ 01:46:43帯広市171 2743 細野　正明 ﾎｿﾉ ﾏｻｱｷ ノベルズ 01:46:48帯広市172 2327 小西　弘和 ｺﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 01:46:48帯広市173 2710 能塚　敏之 ﾉｳﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 東塾 01:46:54札幌市174 2760 蝦名　望 ｴﾋﾞﾅ ﾉｿﾞﾑ 01:46:54北見市175 2776 若林　久夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋｻｵ 01:46:57恵庭市176 2461 後藤　英夫 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 01:46:58札幌市177 2701 中村　智一 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 新高支 01:47:08帯広市178 2455 辻　智明 ﾂｼﾞ ﾄﾓｱｷ 01:47:09清里町179 2110 佐々木　祐二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ Ｔ－ＲＯＢＥＣ 01:47:11札幌市180 2235 中島　吾郎 ﾅｶｼﾞﾏｺﾞﾛｳ 01:47:15釧路市181 2133 若松　重幸 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 帯広市役所 01:47:18帯広市182 2449 今井　司 ｲﾏｲ ﾂｶｻ 01:47:19清水町183 195 阿部　靖弘 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 屯田ブリザーズ 01:47:33札幌市184 2637 星　伸昭 ﾎｼ ﾉﾌﾞｱｷ 帯広厚生病院 01:47:45帯広市185 2392 秋田　浩一 ｱｷﾀ ｺｳｲﾁ ジーワン 01:47:49帯広市186 192 高橋　照二 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 赤レンガ友走会 01:47:52江別市187 2844 中岡　孝行 ﾅｶｵｶ ﾀｶﾕｷ 01:48:00帯広市188 2240 小林 卓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 01:48:02芽室町189 2391 根田　雅之 ｺﾝﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 01:48:09札幌市190 2699 小山　智彦 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ おびしんＲＣ 01:48:10帯広市191 2599 宮本　和也 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 01:48:14芽室町192 2142 石澤　千代喜 ｲｼｻﾞﾜ ﾁﾖｷ 01:48:16清水町193 2769 上出　嘉晃 ｶﾐﾃﾞ ﾖｼｱｷ ダイイチ 01:48:22帯広市194 2586 小松　建吾 ｺﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 柏葉緑Ｔ 01:48:23千葉県195 2139 山中　雅 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾀﾞｼ 01:48:24芽室町196 2805 上原　実也 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂﾔ 帯トラＣ 01:48:25帯広市197 2276 松本　卓弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 01:48:25札幌市198 2313 竹之内　史郎 ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾛｳ 01:48:26札幌市199 2390 長谷川　信幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:48:29旭川市200 2441 加藤　清道 ｶﾄｳ ｷﾖﾐﾁ 士別翠月登山Ｃ 01:48:39士別市print :2019/10/28 10:24:12 36/111 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50歳～64歳 カナ 市町村201 2556 津島　篤哉 ﾂｼﾏ ｱﾂﾔ Ｃ２１Ａハウス 01:48:40札幌市202 2508 横田　幸治 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ 市立釧路病院 01:48:42釧路市203 2470 菊池　恵 ｷｸﾁ ﾒｸﾞﾑ 北円山ＲＣ 01:48:54札幌市204 2548 佐々木　健二 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 01:48:54音更町205 2134 山本　淳一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:48:58帯広市206 2512 森　久夫 ﾓﾘ ﾋｻｵ 農改マラソン部 01:49:07帯広市207 2744 中村　雅貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ ＧＥヘルスケア 01:49:13札幌市208 2132 福田　雄二 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 01:49:19音更町209 2486 竹田　茂 ﾀｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ チーム悟空 01:49:23北見市210 2287 木村　圭介 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 札幌東徳洲会 01:49:28札幌市211 2429 西　俊男 ﾆｼ ﾄｼｵ 美幌ビート 01:49:35美幌町212 2249 池田　啓一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒場ランナーズ 01:49:38音更町213 2720 佐藤　敏晴 ｻﾄｳ ﾄｼﾊﾙ 01:49:44江別市214 2598 高澤　宏太郎 ﾀｶｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 01:49:45釧路市215 2103 佐々木　智 ｻｻｷ ｻﾄｼ ＲＪＣＴ 01:49:56音更町216 2226 鈴木　淳一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 01:50:00帯広市217 2309 冨松　秀一 ﾄﾐﾏﾂ ｼｭｳｲﾁ 01:50:02札幌市218 2602 小野寺　一彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ アーバンハウス 01:50:05帯広市219 2275 野上　泰宏 ﾉｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 帯広つつじが丘 01:50:18帯広市220 2753 鈴木　健也 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾔ 01:50:19釧路市221 2400 小泉　治之 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾕｷ 帯広東幼稚園 01:50:33帯広市222 2571 千葉　昭好 ﾁﾊﾞ ｱｷﾖｼ 01:50:35帯広市223 2116 佐々木　克己 ｻｻｷ ｶﾂﾐ 01:50:36帯広市224 2264 相沢　哉 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 枝幸 01:50:40千歳市225 2745 北山　安信 ｷﾀﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 十勝水産指導所 01:50:44広尾町226 2433 益村　公人 ﾏｽﾑﾗ ｷﾐﾋﾄ 益村測量設計 01:50:46網走市227 2462 増田　健二 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 日本郵便 01:50:53旭川市228 2105 黒目　啓三 ｸﾛﾒ ｹｲｿﾞｳ 01:50:53中札内村229 2436 垣本　信生 ｶｷﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 関西帯広会 01:51:03大阪府230 2540 小西　亮 ｺﾆｼ ｱｷﾗ 芦別小西歯科 01:51:03芦別市231 2601 照井　朋樹 ﾃﾙｲ ﾄﾓｷ ＰＣＭＣ 01:51:04札幌市232 2323 渡部　智博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 01:51:15音更町233 2761 駒田　裕一 ｺﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 01:51:18釧路市234 2675 村山　光男 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾂｵ 01:51:29旭川市235 2125 岡田　昭弘 帯業ファイト 01:51:46帯広市236 2811 馬渕　和平 ﾏﾌﾞﾁ ﾜﾍｲ 01:51:47帯広市237 2368 作山　壮一 ｻｸﾔﾏ ｿｳｲﾁ 01:51:47東京都238 2384 高田　巧 ﾀｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 01:51:49網走市239 2137 古永　能裕 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 道マラソンク 01:51:49音更町240 2395 佐澤　陽 ｻｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 帯広厚生病院 01:51:49札幌市241 2846 宮崎　憲義 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾖｼ 01:51:53幕別町242 2741 藤村　信洋 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 約四条 01:51:54札幌市243 2409 鈴木　和博 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 01:52:08東京都244 2498 菊地　裕二 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ 01:52:12音更町245 2445 遊津　安美 ﾕｳﾂﾞ ﾔｽﾐ キリンビール 01:52:20帯広市246 2664 八重樫　典生 ﾔｴｶﾞｼ ﾉﾘｵ 道北勤医協ＲＣ 01:52:23旭川市247 2118 伊藤　聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ Ｔ・Ｋ・Ｔ札幌 01:52:26札幌市248 2521 佐々木　修一 ｻｻｷ ｼｭｳｲﾁ 01:52:30音更町249 2350 長野　利文 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼﾌﾐ ランウイング 01:52:34札幌市250 2218 真下　寿幸 ﾏｼﾀ ﾄｼﾕｷ 01:52:45幕別町print :2019/10/28 10:24:12 37/111 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50歳～64歳 カナ 市町村251 158 宮内　宣夫 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾘｵ ルネサンス 01:52:53札幌市252 2180 �川　友二 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ ありがとう牧場 01:52:54足寄町253 2398 黒川　聰則 ｸﾛｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 01:52:58釧路市254 2507 野村　直也 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾔ 01:53:21帯広市255 2739 鷲岡　康照 ﾜｼｵｶ ｺｳｼｮｳ 01:53:25足寄町256 2312 土井　英明 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 01:53:28東京都257 2422 木村　郁夫 ｷﾑﾗ ｲｸｵ 丹頂ＡＣ 01:53:29鶴居村258 2406 嘉崎　篤志 ｶｻｷ ｱﾂｼ 01:53:30岡山県259 2485 辻村　昌彦 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 遺愛走ろう会 01:53:30函館市260 2353 鋤柄　昌則 ｽｷｶﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ ＤＣＭ 01:53:36札幌市261 2196 八角　正 ﾔｽﾐ ﾀﾀﾞｼ 01:53:44帯広市262 2460 脇澤　聡宏 ﾜｷｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ エッセ 01:53:48釧路市263 2304 鈴木　善法 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 斗南病院 01:53:50札幌市264 2799 小西　淳一 ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 道マラソンク 01:53:52札幌市265 2822 岡本　欣二 ｵｶﾓﾄ ｷﾝｼﾞ ほくでんＲＣ 01:53:53札幌市266 2377 西永　和明 ﾆｼﾅｶﾞ ｶｽﾞｱｷ ＮＴＴ東日本 01:53:57北見市267 180 嶺山　登 ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 01:54:02東京都268 2268 袴田　孔 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 幕別明倫小学校 01:54:04幕別町269 2493 浅村　晋彦 ｱｻﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 札幌市役所 01:54:11札幌市270 2591 加賀田　誠 ｶｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 北海道科学大学 01:54:12札幌市271 2680 岡本　敏博 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 帯広ＨＣ 01:54:13帯広市272 2380 喜多　進 ｷﾀ ｽｽﾑ 喜多組 01:54:15帯広市273 2489 柳瀬　靖 ﾔﾅｾ ﾔｽｼ 幌向ベース 01:54:21岩見沢市274 2564 山原　敏朗 ﾔﾏﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 01:54:25帯広市275 2550 伊井　章 ｲｲ ｱｷﾗ ＷＡＳＡＢＥＥ 01:54:27札幌市276 2522 北城　秀司 ｷﾀｼﾛ ｼｭｳｼﾞ ブルゴーニュＭ 01:54:31札幌市277 2376 山本　裕士 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 01:54:35上士幌町278 2344 葛西　順一 ｶｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 走るＺｏｎｅ 01:54:40札幌市279 2289 中野　智樹 ﾅｶﾉ ﾄﾓｷ ＭＹＰＡＣＥ 01:54:47札幌市280 2109 池田　俊彦 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 01:54:51釧路市281 2721 辻丸　章美 ﾂｼﾞﾏﾙ ｱｷﾖｼ マラソン同好会 01:54:55帯広市282 2585 湯浅　芳和 ﾕｱｻ ﾖｼｶｽﾞ 滝川市役所 01:55:00滝川市283 2182 森本　英樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 01:55:14帯広市284 2842 島田　哲男 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂｵ 東光舗道 01:55:27帯広市285 2413 坂下　政義 ｻｶｼﾀ ﾏｻﾖｼ 01:55:29幕別町286 2554 木村　士朗 ｷﾑﾗ ｼﾛｳ 安西製作所 01:55:32帯広市287 2418 山本　光男 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｵ 札幌市 01:55:33札幌市288 2577 田中　則幸 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ ランフォックス 01:55:37北見市289 2427 高橋　学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 01:55:37帯広市290 2825 佐藤　智彦 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 01:55:49江別市291 2329 阿部　祥治 ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 01:55:52大阪府292 2712 渡邉　実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 知床一人走 01:55:55斜里町293 2340 佐藤　基晴 ｻﾄｳ ﾓﾄﾊﾙ 下川ハイヤー 01:55:56下川町294 2733 大戸　基史 ｵｵﾄ ﾉﾘﾌﾐ 01:56:02置戸町295 2708 鈴木　均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 千歳酔どれ 01:56:03千歳市296 2696 高橋　一夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 01:56:06札幌市297 2582 三宅　景三 ﾐﾔｹ ｹｲｿﾞｳ 帯広市 01:56:16帯広市298 2211 川原　朋直 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾅｵ 北洋銀行 01:56:16札幌市299 2186 山口　一浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 上田自工 01:56:19音更町300 2114 板橋　潔 ｲﾀﾊｼ ｷﾖｼ 01:56:19帯広市print :2019/10/28 10:24:12 38/111 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50歳～64歳 カナ 市町村301 2159 新井　正実 ｱﾗｲ ﾏｻﾐ 01:56:24帯広市302 2164 髙木　美紀夫 ﾀｶｷﾞ ﾐｷｵ かめとうさぎ 01:56:25帯広市303 202 谷内　聡 ﾀﾆｳﾁ ｻﾄｼ Ｒコンセプト 01:56:30帯広市304 2187 佐々木　修一 ｻｻｷ ｼｭｳｲﾁ 01:56:34幕別町305 2626 岩崎　國夫 ｲﾜｻｷ ｸﾆｵ 女満別ＵＭＣ 01:56:34大空町306 2288 中村　秀人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 道マラソンクラ 01:56:34石狩市307 2592 辻　マサフミ ﾂｼﾞ ﾏｻﾌﾐ ＪＡおとふけ 01:56:38音更町308 2633 原田　淳 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 赤レンガ走友会 01:56:52釧路市309 2128 佐々木　和則 ｻｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 01:56:59新得町310 2819 佐竹　大助 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 六華ランナーズ 01:56:59札幌市311 2662 大野　邦彦 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｺ 芽室町役場 01:57:04芽室町312 2201 小瀬　幹雄 ｺｾ ﾐｷｵ 01:57:10帯広市313 2200 中西　博文 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ 01:57:10芽室町314 2670 菊地　良幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 01:57:11広尾町315 2412 宮本　修一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 国際情報高校 01:57:28札幌市316 2471 荻原　政明 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｻｱｹ 芽室ランナーズ 01:57:29芽室町317 2375 渡部　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 01:57:34帯広市318 2612 平田　学 ﾋﾗﾀ ﾏﾅﾌﾞ 岩田地崎建設 01:57:36札幌市319 2314 諏訪　新一 ｽﾜ ｼﾝｲﾁ 01:57:38音更町320 2271 谷藤　文博 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾌﾐﾋﾛ 01:57:48幕別町321 2389 広川　力教 ﾋﾛｶﾜ ﾘｷﾉﾘ 01:57:48旭川市322 2623 森井　洋一 ﾓﾘｲ ﾖｳｲﾁ 01:57:51釧路市323 2246 新井 豊 ｱﾗｲ ﾕﾀｶ 01:57:53東京都324 2267 寺嶋　直樹 ﾃﾗｼﾏ ﾅｵｷ 01:57:54帯広市325 2468 藤野　稔弘 ﾌｼﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ Ｄ活部 01:58:00音更町326 2778 山根　昌彦 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋｺ 01:58:00帯広市327 2430 片桐　英俊 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ マイペーＺ 01:58:04釧路市328 2178 河上　誠 ｶﾜｶﾐ ﾏｺﾄ 帯広開発建設部 01:58:10帯広市329 2767 茂呂　芳年 ﾓﾛ ﾖｼﾄｼ 01:58:12苫小牧市330 2212 高橋　則之 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ 01:58:14釧路市331 2566 島田　勝規 ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 01:58:15旭川市332 2850 前道　信彦 ﾏｴﾐﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ わかば小学校 01:58:22帯広市333 2452 浦木　茂 ｳﾗｷ ｼｹﾞﾙ のんびり屋 01:58:28音更町334 2834 長屋　敏 ﾅｶﾞﾔ ｻﾄｼ 01:58:32帯広市335 215 今　多加志 ｺﾝ ﾀｶｼ 中央バス自校 01:58:33札幌市336 2783 西出　和彦 ﾆｼﾃﾞ ｶｽﾞﾋｺ ＤＣＭ 01:58:36札幌市337 2326 水口　守 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 01:58:37帯広市338 2605 中村　竹男 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ 潮物産株式会社 01:58:41恵庭市339 2526 大川　洋平 ｵｵｶﾜ ﾖｳﾍｲ ＣＶＣＯＨＮＯ 01:58:44札幌市340 2742 金橋　秀文 ｶﾅﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ 01:58:47函館市341 2836 蝦名　智樹 ｴﾋﾞﾅ ﾄﾓｷ 01:58:48鹿追町342 2442 高橋　和広 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 01:58:54札幌市343 2686 梅村　明 ｳﾒﾑﾗ ｱｷﾗ 01:59:05帯広市344 2111 大前　雅嗣 ｵｵﾏｴ ﾏｻﾂｸﾞ 01:59:12札幌市345 2332 澤田　直毅 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 十勝鉄道 01:59:13帯広市346 2229 石崎　貴司 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｼ 01:59:14音更町347 2567 高橋　英範 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＨＷＣＣ 01:59:19札幌市348 2126 大山　元司 ｵｵﾔﾏ ﾓﾄｼ 函館走ろう会 01:59:20函館市349 2656 高橋　篤哉 ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾔ 三共後藤建設 01:59:27北見市350 2273 宇野　勉 ｳﾉ ﾂﾄﾑ ナイアガラ 01:59:36帯広市print :2019/10/28 10:24:12 39/111 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50歳～64歳 カナ 市町村351 2677 西村　一信 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 釧路走ろう会 01:59:37釧路市352 2437 小林　牧人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷﾄ 十勝農済南部 01:59:40幕別町353 2169 楡木　伸司 ﾆﾚｷ ｼﾝｼﾞ 浜頓別高等学校 01:59:45浜頓別町354 2621 辻　芳一 ﾂｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ 01:59:46置戸町355 2477 田邉　和之 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 01:59:47えりも町356 2208 市川　篤 ｲﾁｶﾜ ｱﾂｼ 帯広業務隊 01:59:52帯広市357 2285 中山　英明 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ えりも笛舞小 01:59:52えりも町358 206 阿部　雅一 ｱﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 折れない心ＲＣ 01:59:54札幌市359 2559 大友　俊一 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝｲﾁ 帯広プロパン 01:59:59帯広市360 2269 米地　豊 ﾖﾈﾁ ﾕﾀｶ 北見はしろう会 02:00:06北見市361 2715 野村　哲也 ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾔ アイアンホルン 02:00:06苫小牧市362 2438 大森　修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ こころのボス 02:00:08旭川市363 2189 草彅　仁 ｸｻﾅｷﾞ ﾋﾄｼ 02:00:08音更町364 2781 横山　正輝 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｷ 02:00:08稚内市365 2816 岩渕　敏樹 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾄｼｷ 02:00:10大樹町366 2545 前田　憲一 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 02:00:18広尾町367 2787 佐藤　ツヨシ ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 道東林道部 02:00:25帯広市368 2513 杉村　博美 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾐ 02:00:27音更町369 2713 木村　豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 02:00:29札幌市370 2574 有馬　亨 ｱﾘﾏ ﾄｵﾙ ビバニーベル 02:00:34滝川市371 2802 佐々木　正司 ｻｻｷ ｼｮｳｼﾞ 02:00:37帯広市372 2671 舟山　孝文 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 岩田地崎建設 02:00:45札幌市373 2195 原　啓二 ﾊﾗ ｹｲｼﾞ 02:00:47音更町374 2663 渡辺　一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 林業試験場 02:00:49岩見沢市375 2217 長内　繁 ｵｻﾅｲ ｼｹﾞﾙ 02:00:51帯広市376 2227 一條　光弘 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾂﾋﾛ 02:00:51帯広市377 2224 千田　秀司 ﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 02:00:54釧路市378 2502 野々村　淳 ﾉﾉﾑﾗ ｱﾂｼ 清水町 02:00:54清水町379 2817 及川　秀一郎 ｵｲｶﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 安平マラソンC 02:00:56安平町380 2247 長倉　清剛 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 爆走マイペース 02:00:58札幌市381 2146 兜森　実 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾐﾉﾙ ＫＡＢ４９ 02:00:59帯広市382 2807 小林　悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ TEAMR&T 02:01:00札幌市383 2649 土屋　史紀 ﾂﾁﾔ ｼﾉﾘ 北農研 02:01:01帯広市384 2311 丸岡　秀幸 ﾏﾙｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 東光舗道 02:01:04帯広市385 2469 工藤　聡 ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ 財務局走ろう会 02:01:11札幌市386 2216 武田　裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 02:01:16音更町387 2818 大場　正喜 ｵｵﾊﾞ ﾏｻｷ 02:01:18帯広市388 2266 稲村　隆浩 ｲﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ガンバルオヤジ 02:01:20千歳市389 2301 山中　智雄 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｵ ダイビランナー 02:01:20旭川市390 2257 千葉　昇 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 札幌ＡＣＣ 02:01:27江別市391 2674 細越　俊明 ﾎｿｺｼ ﾄｼｱｷ 楽ランちとせ 02:01:34千歳市392 2774 水谷　透 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｵﾙ 02:01:42帯広市393 2839 中野　利一 ﾅｶﾉ ﾄｼｶｽﾞ 02:01:43帯広市394 2499 鬼塚　英喜 ｵﾆﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｷ 鬼英会 02:01:47帯広市395 2426 吉原　裕貴 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 02:01:54札幌市396 2252 松川　幸永 ﾏﾂｶﾜ ﾕｷﾅｶﾞ ＳＲＨ２０１５ 02:01:54札幌市397 2648 浦崎　真 ｳﾗｻｷ ﾏｺﾄ 02:01:56札幌市398 2678 稲村　弘之 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 02:01:57苫小牧市399 2795 伊藤　晴之 ｲﾄｳ ﾊﾙﾕｷ チーム抜かない 02:02:04音更町400 2113 山本　和宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 02:02:10芽室町print :2019/10/28 10:24:13 40/111 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50歳～64歳 カナ 市町村401 2809 平方　健 ﾋﾗｶﾀ ﾀｹｼ マルハニチロ 02:02:14帯広市402 2716 藤田　久士 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｼ 02:02:21帯広市403 2518 重堂　法人 ｼﾞｭｳﾄﾞｳ ﾉﾘﾋﾄ 更別農業高校 02:02:23帯広市404 2703 赤津　智也 ｱｶﾂ ﾄﾓﾅﾘ 北斗ＲＣ 02:02:26帯広市405 2826 澁木　善秋 ｼﾌﾞｷ ﾖｼｱｷ 02:02:39鹿追町406 2682 磯　美孝 ｲｿ ﾖｼﾀｶ 北海道畜産公社 02:02:40音更町407 2673 大塚　英幸 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＡＬＫ 02:02:43北広島市408 2179 原　和義 帯広建設管理部 02:02:48帯広市409 2588 古田　量紀 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 02:02:49音更町410 2709 坂田　洋一 ｻｶﾀ ﾖｳｲﾁ 02:02:49新得町411 2657 冨田　浩徳 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾉﾘ ＣＥＳＲ 02:02:50札幌市412 2509 山田　健一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ シンフォニック 02:02:56札幌市413 2736 川上　剛 ｶﾜｶﾐ ﾂﾖｼ 02:02:59帯広市414 2112 松田　拓美 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 新冠中学校 02:03:00新冠町415 2541 関谷　達司 ｾｷﾀﾆ ﾀﾂｼﾞ 関谷牧場 02:03:03新得町416 2725 土田　徹 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ 02:03:06音更町417 2653 今野　良彦 ｺﾝﾉ ﾖｼﾋｺ 02:03:06帯広市418 2790 開米　隆志 ｶｲﾏｲ ﾀｶｼ 02:03:18帯広市419 2762 郡山　祐司 ｺｵﾘﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 02:03:20帯広市420 2851 ヤスダ　タカハル ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 5BHQ 02:03:29帯広市421 2144 谷口　晃一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｶｽﾞ 02:03:43音更町422 2504 木村　茂成 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾅﾘ ガンネルズ 02:03:45札幌市423 4993 橋本　憲庸 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾂﾈ とかピロ 02:03:45帯広市424 2852 村田　忠孝 ﾑﾗﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 02:03:56旭川市425 2487 栗城　悟 ｸﾘｷ ｻﾄﾙ ＴＯＴＯ 02:04:02札幌市426 2320 小松田　伸一 ｺﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 02:04:03江別市427 2160 宍戸　浩 ｼｼﾄﾞ ﾋﾛｼ 02:04:09幕別町428 2233 中西　創 ﾅｶﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 02:04:11帯広市429 2370 加賀見　義宣 ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 02:04:11札幌市430 2296 小倉　靖彦 ｵｸﾞﾗ ﾔｽﾋｺ シネマクラブ 02:04:17札幌市431 2583 岡崎　文昭 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 02:04:18江別市432 2782 石井　晃一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 02:04:18北見市433 2481 大谷内　秀樹 ｵｵﾔｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 北海道銀行 02:04:29帯広市434 2102 鈴木　聖 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 旭川計量機ＡＣ 02:04:30比布町435 2584 坂本　智義 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾖｼ 02:04:34埼玉県436 2576 平畠　功久 ﾋﾗﾊﾀ ﾉﾘﾋｻ 02:04:42札幌市437 2510 角玄　勇 ｶｸｹﾞﾝ ｲｻﾑ 北海道ホテル 02:04:47帯広市438 2794 秋山　千裕 ｱｷﾔﾏ ﾁﾋﾛ 02:05:02鹿追町439 2173 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 02:05:05新得町440 2697 佐々木　政幸 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ ゆっくり楽走会 02:05:07旭川市441 2359 松谷　敏 ﾏﾂﾔ ｻﾄｼ 北広島市 02:05:21北広島市442 2443 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ えりも高校 02:05:29えりも町443 2659 若島　正司 ﾜｶｼﾏ ﾏｻｼ 02:05:41旭川市444 2532 米谷　圭史 ﾖﾈﾔ ｹｲｼﾞ 博愛会 02:05:49帯広市445 2684 衣川　佳数 ｷﾇｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 02:05:53帯広市446 2515 菅原　義人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾄ ふらの農協 02:05:55富良野市447 2688 佐藤　季之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 芽室町役場 02:05:56芽室町448 2788 大矢　卓 ｵｵﾔ ﾀｶｼ チームオオヤ 02:05:57帯広市449 2255 城戸 学 ｷﾄﾞ ﾏﾅﾌﾞ 02:05:57石狩市450 2162 松田　秀之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 大野中学校 02:06:01函館市print :2019/10/28 10:24:13 41/111 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50歳～64歳 カナ 市町村451 2260 牧野　靖弘 ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ 02:06:01帯広市452 2336 上正原　勝 ｶﾐｼｮｳﾊﾗ ﾏｻﾙ 02:06:04札幌市453 2135 一刀　安雄 ｲｯﾄｳ ﾔｽｵ 音更町 02:06:11音更町454 2726 橋本　俊明 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｱｷ 02:06:14帯広市455 2397 山内　章裕 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 清水高校 02:06:22札幌市456 2472 岡本　哲軌 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾉﾘ ＴＭＲ 02:06:26北広島市457 2193 今村　正志 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 02:06:29帯広市458 2117 高松　浩 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｼ 道庁ＸＣ同好会 02:06:32芽室町459 2203 丸山　直人 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ 02:06:33池田町460 2616 藤島　宏和 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 上川南部耕地 02:06:33富良野市461 2473 西本　正人 ﾆｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ ＫＣＡ 02:06:34鷹栖町462 2618 木村　雅博 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 02:06:40帯広市463 2542 坂井　克巳 ｻｶｲ ｶﾂﾐ 鹿追町役場 02:06:40鹿追町464 2607 守本　勉 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾄﾑ 02:06:52鳥取県465 2453 東　陽二 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｼﾞ 旭川明成高校 02:06:54美瑛町466 2837 塚本　宏之 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 02:06:54帯広市467 2223 神田　直樹 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 02:07:04帯広市468 2628 土門　伸司 ﾄﾞﾓﾝ ｼﾝｼﾞ 02:07:20札幌市469 2766 長坂　健一 ﾅｶﾞｻｶ ｹﾝｲﾁ 釧路開発建設部 02:07:23釧路市470 2120 小野　三矢 帯広自衛隊 02:07:28帯広市471 2803 小野寺　祥裕 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ 02:07:31津別町472 2830 木村　雅 ｷﾑﾗ ﾏｻｼ 02:07:31音更町473 2777 荒井　敬三 ｱﾗｲ ｹｲｿﾞｳ 02:07:35京都府474 2207 古家　学 ﾌﾙﾔ ﾏﾅﾌﾞ 02:07:40留萌市475 210 大沢　利美 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾐ ＲＵＮ－札幌 02:07:44札幌市476 2593 吉田　公明 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐｱｷ チームヨッシー 02:07:46釧路市477 2694 阿部　洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ ＣＭＳＣ 02:07:48札幌市478 2723 日向　正明 ﾋﾅﾀ ﾏｻｱｷ 新篠津 02:07:52新篠津村479 2644 岡村　伸幸 ｵｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:07:52札幌市480 2579 飯塚　尚己 ｲｲﾂﾞｶ ﾅｵﾐ 02:07:56埼玉県481 2523 永長　真二 ｴｲﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ とん汁クラブ 02:08:08帯広市482 2643 高橋　和志 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 02:08:27札幌市483 2378 新城　浩二 ｱﾗｼﾛ ｺｳｼﾞ 02:08:41江別市484 2704 高橋　正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 02:08:43帯広市485 2800 廣澤　宏三 ﾋﾛｻﾜ ﾋﾛﾐ HANZO 02:08:55旭川市486 2632 山田　一仁 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 釧路町 02:08:58釧路市487 2307 遠藤　雅之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 葛飾区役所 02:09:00千葉県488 2813 内田　英一郎 ｳﾁﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ みゆきくらぶ 02:09:01旭川市489 2298 高木　一征 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾏｻ 02:09:08新ひだか490 2206 浜本　清志 ﾊﾏﾓﾄ ｷﾖｼ 02:09:08音更町491 2503 窪田　宗義 ｸﾎﾞﾀ ﾑﾈﾖｼ 道東ハウス工業 02:09:15芽室町492 2642 中西　雅昭 ﾅｶﾆｼ ﾏｻｱｷ マルーブラ 02:09:20帯広市493 2679 福島　栄次 ﾌｸｼﾏ ｴｲｼﾞ 02:09:23札幌市494 2149 小椋　茂明 ｵｸﾞﾗ ｼｹﾞｱｷ 上士幌町 02:09:26上士幌町495 2476 茨木　清貴 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｷﾖﾀｶ 02:09:40札幌市496 2256 久保　秀樹 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｷ 02:09:43音更町497 2730 上田　雅浩 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 中標津十二楽走 02:09:46中標津町498 2214 田村　清志 ﾀﾑﾗ ｷﾖｼ 02:09:48音更町499 2711 池端　英昭 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｱｷ ノロリーズ 02:09:52石狩市500 2563 熊谷　修一 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｲﾁ 02:09:54旭川市print :2019/10/28 10:24:13 42/111 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50歳～64歳 カナ 市町村501 2625 藤田　博巳 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾐ 02:10:03新ひだか502 2847 西村　研司 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 02:10:04芽室町503 2705 三浦　雅樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ アステラス製薬 02:10:08広島県504 2244 小林　　聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 02:10:12士幌町505 2700 山崎　晴彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 02:10:29苫小牧市506 2167 杉山　文夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐｵ ＢｅＷａｔｅｒ 02:10:34江別市507 2202 木野　勝仁 ｷﾉ ｶﾂﾋﾄ 02:10:44帯広市508 2687 鈴木　忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 02:11:05札幌市509 2188 三浦　直樹 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ 02:11:14帯広市510 2478 千葉　純也 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 02:11:23札幌市511 2572 齊藤　孝 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 新得会 02:11:27帯広市512 2148 三反崎　順也 ﾐﾀｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 瓜幕ランナーズ 02:11:35鹿追町513 2130 藤沢　英世 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾖ １４回とかちラン 02:11:47札幌市514 2814 橋本　靖宏 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 02:11:51芽室町515 2383 谷口　雅春 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 家は窓から 02:12:02芽室町516 2770 水野　秀行 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:12:02音更町517 2107 相澤　紀之 ｱｲｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 02:12:03恵庭市518 2347 増井　信也 ﾏｽｲ ｼﾝﾔ 帯広第一病院 02:12:15帯広市519 2176 寺前　賢一 ﾃﾗﾏｴ ｹﾝｲﾁ 02:12:20札幌市520 2237 小林　温幸 ｺﾊﾞﾔｼﾖｼﾕｷ 02:12:23釧路市521 2519 芳賀　雄一 ﾊｶﾞ ﾕｳｲﾁ ＳＲＨ２０１５ 02:12:28札幌市522 2333 阿部　一郎 ｱﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 明星中学校 02:12:31旭川市523 2693 中橋　健志 ﾅｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 02:12:41札幌市524 2758 柳澤　弘一郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 02:12:47苫小牧市525 2858 松本　有司 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 02:12:50釧路市526 2351 西垣　陽一郎 ﾆｼｶﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ リコージャパン 02:12:52千歳市527 2785 吉田　雅一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 02:13:02帯広市528 2573 竹村　信和 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 02:13:03東京都529 2291 山田　英幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 住友生命 02:13:05札幌市530 2263 荒 敏宏 ｱﾗ ﾄｼﾋﾛ 02:13:06帯広市531 2270 塩田　賢二 ｼｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 02:13:18幕別町532 2213 山本　勇二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 02:13:28鹿追町533 2645 大矢　誠司 ｵｵﾔ ｾｲｼ 02:13:31幕別町534 2695 島田　睦 ｼﾏﾀﾞ ﾑﾂﾐ 02:13:33帯広市535 2300 布施　紀行 ﾌｾ ﾉﾘﾕｷ 下金山 02:13:46旭川市536 2198 笠井　友喜 ｶｻｲ ﾄﾓｷ 02:13:50帯広市537 2796 稲葉　利行 ｲﾅﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 帯広タイガース 02:13:52帯広市538 2676 南　智裕 ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾋﾛ 02:13:53釧路市539 2750 飯田　豪 ｲｲﾀﾞ ﾂﾖｼ 02:14:01釧路市540 2735 濱坂　俊英 ﾊﾏｻｶ ﾄｼﾋﾃﾞ エンブリオ 02:14:03音更町541 2636 裏　健一 ｳﾗ ｹﾝｲﾁ 02:14:03幕別町542 2181 鬼頭　裕治 ｷﾄｳ ﾕｳｼﾞ 02:14:09音更町543 2254 加藤　秀幸 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:14:10帯広市544 2595 唐川　智幸 ｶﾗｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 札幌市 02:14:17札幌市545 2123 西野　継信 ﾆｼﾉ ﾂｷﾞﾉﾌﾞ 02:14:17帯広市546 2192 馬渕　敎彰 ﾏﾌﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 02:14:26帯広市547 2465 奥山　誠司 ｵｸﾔﾏ ｾｲｼﾞ 富士通株式会社 02:14:33東京都548 2702 西尾　広治 ﾆｼｵ ﾋﾛﾊﾙ 02:14:35帯広市549 2806 杉田　久雄 ｽｷﾞﾀ ﾋｻｵ 02:14:39帯広市550 2482 古田　都彦 ﾌﾙﾀ ｸﾆﾋｺ 02:14:53苫小牧市print :2019/10/28 10:24:13 43/111 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50歳～64歳 カナ 市町村551 2810 戸田　正則 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 名寄調剤薬局 02:15:07名寄市552 2746 慶徳　加藤 ﾖｼﾉﾘ ｶﾄｳ 整体院ピュア 02:15:13帯広市553 2361 山根　治彦 ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾋｺ 上川教育局 02:15:16旭川市554 2580 青木　悟 ｱｵｷ ｻﾄﾙ 02:15:17釧路市555 2297 石原　光彦 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋｺ 九段ＢＣＲＣ 02:15:19札幌市556 2629 多田　陽一 ﾀﾀﾞ ﾖｳｲﾁ つうけん 02:15:21札幌市557 2475 五味　宏 ｺﾞﾐ ﾋﾛｼ ブルゴーニュ 02:15:31札幌市558 2608 小玉　満 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂﾙ ブルゴーニュ 02:15:31札幌市559 2369 山口　功 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｻｵ 02:15:34京都府560 2372 天野　彰人 ｱﾏﾉ ｱｷﾄ 02:15:36札幌市561 212 内藤　要一 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 第一生命 02:15:38函館市562 2737 垣谷　康弘 ｶｷﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 英和株式会社 02:15:57香川県563 2553 山本　裕之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ あいの里 02:16:02札幌市564 2434 金谷　淳史 ｶﾅﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 留萌走ろう会 02:16:05留萌市565 2854 中川　芳明 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 02:16:07帯広市566 221 立島　正洋 ﾀﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 道マラソンクラ 02:16:09札幌市567 2698 舘田　亘彦 ﾀﾃﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 02:16:15旭川市568 2463 矢倉　康二 ﾔｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ 02:16:17大阪府569 2157 松見　喜明 ﾏﾂﾐ ﾖｼｱｷ フリー 02:16:24帯広市570 2318 和田　尚史 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 幕別 02:16:34幕別町571 2660 金山　明弘 ｶﾅﾔﾏ ｱｷﾋﾛ ライフステージ 02:16:35帯広市572 2451 大谷　文晴 ｵｵﾀﾆ ﾌﾐﾊﾙ 帯広防衛支局 02:16:37宮城県573 2831 橋本　和也 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 02:16:38帯広市574 2303 小只　敏博 ｺﾀﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 幾寅トッチ 02:16:41南富良野575 2672 小谷　満 ｺﾀﾆ ﾐﾂﾙ 02:16:50札幌市576 2768 真鍋　隆 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 名寄市役所ジョ 02:17:06名寄市577 2683 田宮　勝英 ﾀﾐﾔ ｶﾂﾋﾃﾞ 札幌市 02:17:06札幌市578 2322 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ チームＺＥＮ 02:17:30釧路市579 2367 細田　哲也 ﾎｿﾀﾞ ﾃﾂﾔ オカムラ 02:17:35奈良県580 2401 西尾　峰男 ﾆｼｵ ﾐﾈｵ 公立芽室病院 02:17:39芽室町581 2258 松尾　国彰 ﾏﾂｵ ｸﾆｱｷ 02:17:44帯広市582 2262 坂村　暢一 ｻｶﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 02:17:49中札内村583 2480 馬来　伸行 ﾏｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 02:17:53音更町584 2127 春木　祐吉 ﾊﾙｷ ﾕｳｷﾁ 02:17:58帯広市585 2349 渡辺　聡之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 02:18:09音更町586 2784 福田　幸之助 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 釧路調査士会 02:18:09音更町587 2158 奥山　則男 ｵｸﾔﾏ ﾉﾘｵ 02:18:10網走市588 2184 高石　英雄 ﾀｶｲｼ ﾋﾃﾞｵ 02:18:20幕別町589 2358 小林　光樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞｭ 帯広第一病院 02:18:27帯広市590 2222 髙橋　吉己 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐ 02:18:27帯広市591 2373 大矢　克智 ｵｵﾔ ｶﾂﾄｼ 02:18:29音更町592 2199 篠原　英樹 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 02:18:30幕別町593 2575 小水　基弘 ｺﾐｽﾞ ﾓﾄﾋﾛ 02:18:30札幌市594 2534 竹田　孝夫 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｵ 忠類ＴＲＣ 02:18:31幕別町595 2352 小野　大樹 ｵﾉ ﾀｲｷ 02:18:33厚岸町596 2435 岩田　明賀 ｲﾜﾀ ｱｷﾖｼ 春風新太郎 02:18:41浦幌町597 2150 藤田　安弘 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 02:18:49音更町598 2177 安田　徳則 ﾔｽﾀﾞ ﾄｸﾉﾘ 02:18:52帯広市599 2853 長瀬　毅彦 ﾅｶﾞｾ ﾀｹﾋｺ 北開水工 02:19:06札幌市600 2500 相蘇　倫朗 ｱｲｿ ﾐﾁﾛｳ 旭川第五小 02:19:12旭川市print :2019/10/28 10:24:13 44/111 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50歳～64歳 カナ 市町村601 2804 浅井　正裕 ｱｻｲ ﾏｻﾋﾛ 02:19:26埼玉県602 219 吉岡　尊哉 ﾖｼｵｶ ﾀｶﾔ Ｒコンセプト 02:19:32札幌市603 2855 進士　幸一 ｼﾝｼ ｺｳｲﾁ 02:19:44帯広市604 2423 小田　賢一 ｵﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 02:19:54帯広市605 2404 鈴木　孝己 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐ トヨレン釧路 02:19:54釧路市606 2841 松尾　健一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ 02:20:01札幌市607 2330 齋藤　清克 ｻｲﾄｳ ｷﾖｶﾂ 日精機工 02:20:18札幌市608 2417 橘　喜勝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼｶﾂ 水無瀬陸上部 02:20:55江別市609 2228 梅澤　弘一 ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 02:20:57帯広市610 2403 山岸　昌彦 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾋｺ 02:21:04大樹町611 2638 山崎　裕二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 02:21:17札幌市612 2561 児玉　淳一 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 02:21:33札幌市613 2432 高橋　実智博 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾋﾛ アイディーエフ 02:21:38旭川市614 2444 前川　均 ﾏｴｶﾜ ﾋﾄｼ 02:21:54池田町615 2654 日下　保弘 ｸｻｶ ﾔｽﾋﾛ 02:21:54帯広市616 2345 美藤　光生 ﾋﾞﾄｳ ﾐﾂｵ 釧路ランナーズ 02:21:54釧路市617 2338 細川　一義 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ セントラル琴似 02:21:55札幌市618 2754 鈴木　善人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 02:21:56釧路市619 2466 久古　公規 ｷｭｳｺ ｷﾐﾉﾘ 02:22:08帯広市620 2185 村島　和弘 ﾑﾗｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 02:22:09帯広市621 2738 羽鳥　昌俊 ﾊﾄﾘ ﾏｻﾄｼ 02:22:32埼玉県622 2797 深尾　昌弘 ﾌｶｵ ﾏｻﾋﾛ 無し 02:22:35美幌町623 2578 畑中　正弘 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 02:22:38釧路市624 2343 渡辺　昭彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ 02:22:42帯広市625 2479 井上　浩則 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾘ ワールドソフト 02:22:57神奈川県626 2163 石坂　剛 ｲｼｻﾞｶ ﾂﾖｼ 02:23:02帯広市627 2292 中島　直志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 迷わず行けよ！ 02:23:28千歳市628 2408 石川　達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 北見酔走楽局 02:23:31北見市629 2355 渋井　洋一 ｼﾌﾞｲ ﾖｳｲﾁ キャラサラ 02:23:37旭川市630 2141 髙野　賢治 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ ビオ 02:23:39帯広市631 2232 黒川　明彦 ｸﾛｶﾜ ｱｷﾋｺ 02:23:49帯広市632 2492 川添　康史 ｶﾜｿﾞｴ ﾔｽﾌﾐ 02:23:50月形町633 2505 阿部　康徳 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 02:23:51帯広市634 2606 千波　誠 ﾁﾊﾞ ﾏｺﾄ カネカ 02:23:56兵庫県635 2261 横山　充 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ ＨＵＥ札幌 02:24:07札幌市636 2570 笠原　重実 ｶｻﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 02:24:14帯広市637 2131 中山　厚紀 02:24:17更別村638 2136 石垣　寿典 ｲｼｶﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 02:24:18士幌町639 2840 阿部　孝浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 東光舗道 02:24:22帯広市640 2719 鈴鹿　誠 ｽｽﾞｶ ﾏｺﾄ 鈴鹿農園 02:24:23芽室町641 2666 奈良　公史 ﾅﾗ ｺｳｼﾞ 02:24:34江別市642 2124 岸田　正庸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾂﾈ クラブレイ 02:24:43帯広市643 2424 工藤　潤 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ チームざわざわ 02:24:43岩見沢市644 2283 岡部　正一 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 白熊警備隊 02:24:48旭川市645 2360 高岡　隆 ﾀｶｵｶ ﾀｶｼ 02:25:01神奈川県646 2535 畑原　裕司 ﾊﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 02:25:03札幌市647 2315 横井　久卓 ﾖｺｲ ﾋｻﾀｶ 02:25:06札幌市648 2823 富樫　治彦 ﾄｶﾞｼ ﾊﾙﾋｺ ありません。 02:25:15小平町649 2539 弦巻　佳光 ﾂﾙﾏｷ ﾖｼﾐﾂ 02:25:23上士幌町650 2569 志賀　芳広 ｼｶﾞ ﾖｼﾋﾛ ヤンセン 02:25:25帯広市print :2019/10/28 10:24:13 45/111 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50歳～64歳 カナ 市町村651 2600 石田　一夫 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 02:25:43釧路市652 2166 八田　浩一 ﾊｯﾀ ｺｳｲﾁ ノウケンキコウ 02:25:45帯広市653 2652 木村　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 木村ファミリー 02:25:51岩見沢市654 2706 佐藤　文一 ｻﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ 02:25:56釧路市655 2219 谷藤　隆司 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾀｶｼ スイケイ 02:26:02札幌市656 2501 秋山　光明 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 02:26:18小樽市657 2757 竹原　聡 ﾀｹﾊﾗ ｻﾄｼ 02:26:28登別市658 2215 長谷川　耕三 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｿﾞｳ 02:26:31帯広市659 2544 坪田　正栄 ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻｴ 02:26:31札幌市660 2506 香川　喜義 ｶｶﾞﾜ ｷﾖｼ 02:26:45帯広市661 2849 小関　利彦 ｺｾｷ ﾄｼﾋｺ シルバーシティ 02:26:51帯広市662 2277 久能　和男 ｸﾉｳ ｶｽﾞｵ チームひとつ■ 02:27:20埼玉県663 2848 石垣　淳博 ｲｼｶﾞｷ ｱﾂﾋﾛ レブニーズ 02:27:42札幌市664 2821 小野寺　裕次 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 02:27:42札幌市665 2122 杉村　哲哉 ｽｷﾞﾑﾗ ﾃﾂﾔ ハローワーク 02:27:53帯広市666 2483 田中　忠浩 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ 新フリーラン 02:27:55札幌市667 2302 重村　敏文 ｼｹﾞﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 帯広楽走会 02:28:03音更町668 2242 本田 眞次 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 02:28:05小樽市669 229 門田　正順 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾏｻﾖﾘ 02:28:19札幌市670 2191 高畑　美優治 わかふじ寮 02:28:25新得町671 2496 山田　和之 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 02:28:31札幌市672 2446 菅野　俊雄 ｶﾝﾉ ﾄｼｵ 02:28:38白糠町673 2640 國井　勝弘 ｸﾆｲ ｶﾂﾋﾛ ネクスコ東日本 02:28:49札幌市674 2555 鈴木　優司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 02:28:51帯広市675 2533 安田　修一 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 02:28:52余市町676 2798 石原　好一 ｲｼﾊﾗ ｺｳｲﾁ 02:29:20大阪府677 2646 野崎　良司 ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ フラノベース 02:29:51富良野市678 2689 宮西　秀二 ﾐﾔﾆｼ ｼｭｳｼﾞ 02:30:09石川県679 2474 重村　謙二 ｼｹﾞﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 02:30:13東京都680 225 野川　光雄 ﾉｶﾞﾜ ﾐﾂｵ 02:30:16豊頃町681 2190 北西　博 ｷﾀﾆｼ ﾋﾛｼ 02:30:18帯広市682 2551 保尊　正光 ﾎｿﾝ ﾏｻﾐﾂ 02:31:15札幌市683 2209 山中　敏則 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾉﾘ 02:31:27幕別町684 2856 舩田　治 ﾌﾅﾀﾞ ｵｻﾑ 02:31:40帯広市685 2845 山本　真 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 帯広厚生病院 02:31:43帯広市686 2363 山口　秀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ 02:32:01釧路市687 2691 金澤　紀彦 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ しらかば 02:32:17南富良野688 211 樋口　昌彦 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 02:32:28東京都689 2609 安田　聡 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄｼ 02:32:57江別市690 2669 梅津　智英 ｳﾒﾂ ﾄﾓﾋﾃﾞ 02:33:27音更町691 2780 高橋　智春 ﾀｶﾊｼ ﾁﾊﾙ ハウスドウ 02:33:28札幌市692 2341 今井　博之 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 02:34:01兵庫県693 2838 菊地　敏男 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 菊地包装店 02:34:21帯広市694 2293 岸部　正人 ｷｼﾍﾞ ﾏｻﾄ 02:34:29帯広市695 2537 渡辺　洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳ 帯広柏葉高校 02:34:36音更町696 2414 斉木　達夫 ｻｲｷ ﾀﾂｵ 02:35:02帯広市697 2763 後藤　優治 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 東京ハイヤー株 02:35:22芽室町698 2549 美藤　亨 ﾋﾞﾄｳ ﾄｵﾙ パピオ 02:35:43帯広市699 228 藤川　清則 ﾌｼﾞｶﾜ ｷﾖﾉﾘ 02:35:45札幌市700 2596 樋口　哲郎 ﾋｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 02:35:53神奈川県print :2019/10/28 10:24:13 46/111 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50歳～64歳 カナ 市町村701 2140 小室　真也 ｺﾑﾛ ｼﾝﾔ 02:36:24帯広市702 2106 木下　政憲 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 浦幌ペレット 02:36:58浦幌町703 2334 斉藤　恒一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 女満別ＵＭＣ 02:37:20大空町704 2366 鷲田　剛秀 ﾜｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾃﾞ バイソン 02:38:02網走市705 2374 藤野　貴之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ 埼玉ドＭ軍団 02:38:16埼玉県706 2331 宇多村　勝彦 ｳﾀﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 大鵬薬品 02:40:04旭川市707 2530 新沼　仁 ﾆｲﾇﾏ ﾋﾄｼ 池田ＡＣ 02:40:18池田町708 2685 工藤　政勝 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ 音更町農協 02:40:35音更町709 2775 奥田　将樹 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 公務員 02:41:03恵庭市710 2161 三井　浩康 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾔｽ マルーブラ 02:41:17音更町711 2138 髙野　峰斎 ﾀｶﾉ ﾎｳｻｲ 帯広ＨＲＣ 02:41:35帯広市712 2562 佐野　智浩 ｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 02:41:53北見市713 2371 吉田　篤 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 吉田機械店 02:42:05幕別町714 2420 佐藤　紀 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 帯広協会病院 02:42:09幕別町715 2732 五十嵐　透 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 02:44:13帯広市716 2324 佐藤　美紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 深川第一病院 02:44:36深川市717 2294 岸田　章 ｷｼﾀﾞ ｱｷﾗ 02:45:18帯広市718 2727 下村　太郎 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾛｳ 02:45:33苫小牧市719 2231 高谷　秀典 ﾀｶﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 02:47:12帯広市720 2411 木村　英俊 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ＯＫ２ 02:47:22札幌市721 2165 鈴木　一浩 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 緑走会丸善木材 02:48:01釧路市722 2724 谷村　健治 ﾀﾆﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 02:48:29帯広市723 2306 侍園　幸一 ｻﾑﾗｲｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ 02:48:43帯広市724 2820 大澤　真 ｵｵｻﾜ ﾏｺﾄ 02:49:11帯広市725 2174 小林　孝士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 02:50:07釧路市726 2665 室谷　直義 ﾑﾛﾔ ﾅｵﾖｼ ｆ 02:50:58音更町727 2243 前迫　静美 ﾏｴｻｺ ｼｽﾞﾐ 02:51:22神奈川県728 2611 原尾　晃 ﾊﾗｵ ｱｷﾗ 02:51:25音更町729 2779 菅原　純一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ スウェーデンハ 02:51:37帯広市730 2835 高橋　邦康 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾔｽ 帯広西病院 02:52:01帯広市731 2789 梶　唯弘 ｶｼﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 02:53:00岩見沢市732 2793 玉置　健一 ﾀﾏｷ ｹﾝｲﾁ 02:53:55帯広市733 2828 富田　純正 ﾄﾐﾀ ｽﾐﾏｻ 02:53:57東京都734 2119 小川　誠 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 02:54:09芽室町735 2829 佐藤　広道 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 02:55:11帯広市736 2238 佐藤　修 ｻﾄｳ ﾖｼﾐ 02:56:37帯広市737 2581 奥山　栄治 ｵｸﾔﾏ ｴｲｼﾞ 02:56:56札幌市738 2171 渋川　祐二 ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｼﾞ 02:57:18池田町739 2382 田畑　太 ﾀﾊﾞﾀ ﾌﾄｼ たばた歯科 02:57:50北広島市740 2832 沖田　光弘 ｵｷﾀ ﾐﾂﾋﾛ 富士通 02:59:32札幌市741 2801 吉田　慎二 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 03:00:53倶知安町742 2155 片山　敏之 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 03:02:14帯広市
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