
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65歳以上 カナ 市町村1 90 瀧川　修 ﾀｷｶﾜ ｵｻﾑ 作．ＲＵＮ 01:27:54札幌市2 106 金田　一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 三角山走友会 01:30:47札幌市3 131 安田　孝博 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 北海セーフティ 01:33:32札幌市4 183 加藤　治 ｶﾄｳ ｵｻﾑ ガンバルかとう 01:35:15札幌市5 153 鈴木　裕治 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 赤レンガ走友会 01:35:53帯広市6 2913 石田　良和 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 01:38:30網走市7 3018 阿部　一則 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 登り返し倶楽部 01:39:07滝川市8 2909 上岡　登 ｳｴｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 苫小牧気分走会 01:39:45苫小牧市9 2953 宮崎　幸男 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷｵ 帯広ＴＣ 01:39:46帯広市10 2942 佐藤　孝 ｻﾄｳ ﾀｶｼ チームかくて 01:40:59帯広市11 2928 土橋　政和 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｻｶｽﾞ 01:41:33帯広市12 2950 田中　敏明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ 三番舘ビル（株） 01:42:58旭川市13 2922 牧野　和義 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾖｼ 幕別歩くスキー 01:44:25幕別町14 200 中山　勝廣 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ ＲＵＮ－札幌 01:45:53札幌市15 2973 五十川　義明 ｲｿｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 帯広ランナーズ 01:46:58芽室町16 2938 中島　伸幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 帯広ランナーズ 01:47:04帯広市17 2986 藤山　徳偉 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾖｼｲ かんぽ生命 01:47:42札幌市18 3012 野崎　祐司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 01:47:49札幌市19 2960 田中　範彦 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ チーム利佳 01:48:48帯広市20 3016 佐藤　久雄 ｻﾄｳ ﾋｻｵ ほくでんＲＣ 01:48:55札幌市21 2921 森本　茂美 ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾐ 01:49:09帯広市22 3014 曳田　政弘 ﾋｷﾀ ﾏｻﾋﾛ 雇用促進協議会 01:49:56帯広市23 2966 尾坂　康一 ｵｻｶ ｺｳｲﾁ 帯トラ 01:51:07音更町24 3023 野田　敏幸 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 01:51:18旭川市25 2954 星　照光 ﾎｼ ﾃﾙﾐﾂ 01:52:03石狩市26 2969 山田　晃司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 01:52:14札幌市27 3022 勝村　信夫 ｶﾂﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 帯広ランナーズ 01:52:29音更町28 2926 猪田　一助 ｲﾉﾀﾞ ｶｽﾞｽｹ 01:52:44帯広市29 2946 郡山　光規 ｺｵﾘﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 帯広楽走会 01:53:02帯広市30 3009 山崎　登 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 東京箱根ＲＣ 01:53:09豊頃町31 2988 藤田　謙治 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 01:53:21大阪府32 2959 岩﨑　一見 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾐ 01:53:23苫小牧市33 2968 谷口　英樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ らんらんＲＣ 01:53:34浦幌町34 3006 上井　政夫 ｳｴｲ ﾏｻｵ 01:53:47帯広市35 2915 森　幸二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ 石狩走ろう会 01:54:34石狩市36 2995 髙西　秋雄 ﾀｶﾆｼ ｱｷｵ 音更町柏寿協会 01:55:26帯広市37 2911 小野崎　誠 ｵﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 王子製紙ＡＣ 01:55:32釧路町38 2990 岡本　勝久 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋｻ 滝川ＢＥＥＲＳ 01:55:40滝川市39 2944 後藤　雅 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｼ 芽室町役場ＯＢ 01:56:15芽室町40 2941 谷友　富也 ﾀﾆﾄﾓ ﾄﾐﾔ 01:57:09釧路市41 2997 工藤　章裕 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 帯広第一病院 01:57:59帯広市42 2935 篠原　国広 ｼﾉﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 01:58:24幕別町43 3021 本間　康一 ﾎﾝﾏ ｺｳｲﾁ 個人 01:58:26函館市44 2940 徳尾　二三男 ﾄｸｵ ﾌﾐｵ 帯広ランナーズ 01:58:37帯広市45 2933 永井　勝正 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾏｻ 川西小学校 01:58:41帯広市46 2987 文屋　学 ﾌﾞﾝﾔ ﾏﾅﾌﾞ あいがも会 01:58:57滝川市47 3017 小原　秀樹 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 帯広ランナーズ 02:00:04帯広市48 182 澤田　博明 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ナイアガラＭＣ 02:00:09札幌市49 2983 平子　昭蔵 ﾋﾗｺ ｼｮｳｿﾞｳ 帯広楽走会 02:00:23音更町50 203 佐藤　晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ ＲＩＳＥ　ＲＣ 02:00:37北広島市print :2019/10/28 10:24:13 48/111 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65歳以上 カナ 市町村51 2971 前田　和彦 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 02:01:46帯広市52 2985 三宅　正文 ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ チームハンゾ 02:02:18旭川市53 2962 大谷　勝彦 ｵｵﾀﾆ ｶﾂﾋｺ 02:02:26音更町54 2947 安念　利昌 ｱﾝﾈﾝ ﾄｼﾏｻ 02:04:21旭川市55 2949 辻　修 ﾂｼﾞ ｵｻﾑ 02:04:48士幌町56 2904 部田　力夫 ﾄﾘﾀ ﾘｷｵ 帯広楽走会 02:05:28帯広市57 2972 江崎　勲夫 ｴｻﾞｷ ｲｻｵ ｉｓａｏｒｕｎ 02:05:48帯広市58 2998 宮村　一郎 ﾐﾔﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 互興産業 02:07:03札幌市59 3001 森本　英二 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｼﾞ ＧＹＨＣＲＣ 02:07:08札幌市60 2989 西崎　英男 ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 帯広ランナーズ 02:07:09帯広市61 2952 湯浅　竹志 ﾕｱｻ ﾀｹｼ 帯広楽走会 02:07:29帯広市62 2914 大野　雅志 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 日江建設運輸（株） 02:07:31音更町63 3031 北村　昌昭 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｱｷ 経産ランナーズ 02:07:56埼玉県64 2924 石村　勇 ｲｼﾑﾗ ｲｻﾑ 釧路ランナーズ 02:08:00釧路市65 2955 野地　武廣 ﾉﾁﾞ ﾀｹﾋﾛ 02:08:31帯広市66 2967 宮西　忠輝 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾀﾞﾃﾙ 北見はしろう会 02:08:35北見市67 2906 山口　勉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 02:10:04帯広市68 2936 増子　直見 ﾏｽｺ ﾅｵﾐ 02:10:14帯広市69 3005 奈良　一彦 ﾅﾗ ｶｽﾞﾋｺ 爺遊館 02:10:59帯広市70 2963 渡邉　元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 草刈組 02:11:17東京都71 2965 石川　隆 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 02:11:19釧路市72 3011 会田　勉 ｱｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ コスモ 02:11:43帯広市73 2975 岩本　久司 ｲﾜﾓﾄ ﾋｻｼﾞ 02:11:56大阪府74 2917 斧田　稔行 ｵﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 帯広ランナーズ 02:12:51芽室町75 2927 水越　孝夫 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶｵ ＴＭ－７５ 02:13:05札幌市76 2992 渡辺　勝雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 走羆会 02:13:40帯広市77 2999 澤田　義勝 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 函館ルンラン 02:13:47函館市78 3002 会田　彰 ｱｲﾀﾞ ｱｷﾗ ＲＵＮ札幌 02:14:12札幌市79 2974 中出　均 ﾅｶﾃﾞ ﾋﾄｼ 元気一番堂 02:14:18埼玉県80 2996 後藤　亮治 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ お達者倶楽部 02:14:36帯広市81 2994 伊藤　寿明 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 02:14:45新得町82 2981 安藤　晴樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 釧路トラクラブ 02:14:57釧路市83 3025 石山　進 ｲｼﾔﾏ ｽｽﾑ 02:15:07札幌市84 2925 松本　篤二 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｸｼﾞ あんじゅ音更 02:15:09帯広市85 2934 �田　秀治 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 帯広市 02:15:17帯広市86 3020 松原　茂 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 02:15:23芽室町87 2957 大井　惠 ｵｵｲ ｻﾄｼ 02:15:54音更町88 2979 乾　豊 ｲﾇｲ ﾕﾀｶ 02:16:35帯広市89 2939 郷原　登 ｺﾞｳﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ 日本家畜貿易（株） 02:17:25帯広市90 3013 白木　俊幸 ｼﾗｷ ﾄｼﾕｷ 02:17:27札幌市91 2951 鈴木　喜美夫 ｽｽﾞｷ ｷﾐｵ 02:17:30芽室町92 223 加藤　義則 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 根室陸協 02:17:49根室市93 2976 内田　樹三男 ｳﾁﾀﾞ ｷﾐｵ 帯広ランナーズ 02:18:20帯広市94 2903 國井　勝利 ｸﾆｲ ｶﾂﾄｼ 北農連会帯広 02:18:34帯広市95 2958 松田　孝志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 帯広楽走会 02:19:22帯広市96 3032 植松　勲 ｳｴﾏﾂ ｲｻｵ 02:19:43北見市97 2920 土井　三郎 ﾄﾞｲ ｻﾌﾞﾛｳ 帯広楽走会 02:19:47幕別町98 3004 津国　誠一 ﾂｸﾆ ｾｲｲﾁ Ｅ－ＴＦＣ 02:20:57えりも町99 2961 桜庭　秀勝 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ ＭＲＣ 02:21:18帯広市100 3027 棟方　隆 ﾑﾅｶﾀ ﾀｶｼ 帯広徳洲会病院 02:23:20音更町print :2019/10/28 10:24:14 49/111 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65歳以上 カナ 市町村101 2919 青木　實 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 02:23:42幕別町102 2932 紺野　政樹 ｺﾝﾉ ﾏｻｷ 02:25:15帯広市103 2956 渡邊　繁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 弱スポ老 02:25:50釧路市104 2991 横山　博 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 北見はしろう会 02:28:09北見市105 2905 山田　安生 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ 02:28:11中札内村106 3003 小池　秀行 ｺｲｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 02:28:39沖縄県107 2970 山形　弘三 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ 大樹走乱会 02:29:21大樹町108 3026 美馬　郁夫 ﾐﾏ ｲｸｵ 山遊の会 02:29:56札幌市109 2912 中村　正広 02:32:36芽室町110 2945 竹下　和男 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｵ 白老走ろう会 02:32:42白老町111 3028 豊島　英俊 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 02:32:50音更町112 2902 広井　栄喜 ﾋﾛｲ ｴｲｷ 足寄ランナーズ 02:32:53足寄町113 2993 山本　鉄雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ ＮＰＯえがお 02:34:35帯広市114 2929 名倉　正敏 ﾅｸﾗ ﾏｻﾄｼ 帯広ランナーズ 02:34:38帯広市115 3015 中田　敏光 ﾅｶﾀ ﾄｼﾐﾂ 02:35:25帯広市116 2977 大場　守 ｵｵﾊﾞ ﾏﾓﾙ トライデアＡＳ 02:37:37東京都117 2918 吉岡　祥 ﾖｼｵｶ ｱｷﾗ メイリキユカ 02:38:19帯広市118 2982 大西　芳広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ ミイのおじさん 02:39:28音更町119 3033 前田　俊学 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｶﾞｸ ＦＰＣ 02:39:45帯広市120 3007 松岡　英男 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｵ 訪問看護えがお 02:43:40幕別町121 2984 須摩　靖彦 ｽﾏ ﾔｽﾋｺ 釧路走ろう会 02:44:10釧路市122 3019 石原　俊英 ｲｼﾊﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ ＪＡびらとり 02:49:17日高町123 2980 浅沼　建樹 ｱｻﾇﾏ ﾀﾃｷ 十勝勤医協 02:51:15帯広市124 2943 水島　昌弘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 名寄陸上クラブ 02:52:42帯広市125 2910 佐藤　貴三雄 ｻﾄｳ ｷﾐｵ ＵＲＣ 02:54:00札幌市126 2948 金橋　康裕 ｶﾅﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 厚岸走友会 03:03:32厚岸町
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