
順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

A ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子高校生～49歳

カナ 市町村

61 長井　和樹 1:14:14ちばりよーRC1 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 札幌市

4 山田　正宏 1:14:542 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 札幌市

114 畑山　遼吾 1:15:40スパルタＡＣ3 ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ 七飯町

135 坂本　康佳 1:17:11作.AC北海道4 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 千歳市

106 平間　侑弥 1:17:275 ﾋﾗﾏ ﾕｳﾔ 小樽市

32 住田　喬哉 1:19:32北広島ＲＣ6 ｽﾐﾀ ﾀｶﾔ 北広島市

97 田中　雄也 1:19:37小樽後志陸協7 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 札幌市

74 高橋　一幸 1:20:178 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市

88 井上　聡志 1:20:559 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 札幌市

63 古橋　知弥 1:20:59札幌よるかぜ10 ﾌﾙﾊｼ ﾄﾓﾔ 札幌市

6 木村　崇 1:21:4411 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 札幌市

133 佐藤　史直 1:23:12旭川医科大学12 ｻﾄｳ ﾌﾐﾅｵ 旭川市

139 富山　久之 1:23:58爆走マイペース13 ﾄﾔﾏ ﾋｻﾕｷ 札幌市

147 谷口　敬祐 1:24:38ちばりよ〜ＲＣ14 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 札幌市

34 金子　康幸 1:25:5415 ｶﾈｺ ﾔｽﾕｷ 余市町

149 廣瀬　允也 1:26:07ちばりよ〜ＲＣ16 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾅﾘ 札幌市

72 大西　智哉 1:26:1017 ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾔ 小樽市

130 鍬形　忠光 1:26:45手稲渓仁会病院18 ｸﾜｶﾞﾀ ﾀﾀﾞﾐﾂ 札幌市

2 中坂　朝康 1:27:05宮浦興業19 ﾅｶｻｶ ﾄﾓﾔｽ 札幌市

49 木村　悟 1:27:0920 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 札幌市

80 長倉　宏樹 1:27:59爆走マイペース21 ﾅｶﾞｸﾗ ﾋﾛｷ 札幌市

33 瀬戸　貴行 1:28:16中央コンサル22 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 札幌市

39 西尾　政幸 1:29:20Ａｘｉｓ野幌校23 ﾆｼｵ ﾏｻﾕｷ 江別市

120 石栗　亮佑 1:29:5124 ｲｼｸﾘ ﾘｮｳｽｹ 札幌市

119 牧下　知行 1:30:0025 ﾏｷｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 苫小牧市

123 高畠　亮 1:30:12ＫＭＣ26 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳ 札幌市

62 富田　旭 1:30:1727 ﾄﾐﾀ ｱｻﾋ 札幌市

65 内山　康輔 1:30:3328 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 愛知県

91 山本　洋平 1:31:03小樽協会病院29 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 小樽市

57 藤澤　康聡 1:31:06藤澤クリニック30 ﾌｼﾞｻﾜ ﾔｽｱｷ 小樽市

100 谷内　翔 1:31:50北海道大学31 ﾀﾆｳﾁ ｼｮｳ 札幌市

77 工藤　宏介 1:31:52インフルランサ32 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 札幌市

44 村田　啓児 1:32:17ながせのへや33 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾞ 札幌市

46 大西　秀之 1:33:4334 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 小樽市

129 河﨑　拓生 1:34:3435 ｶﾜｻｷ ﾀｸｵ 江別市

115 柴原　雄樹 1:35:07ちばりよ〜RC36 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 札幌市

51 佐藤　博昭 1:36:0637 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 札幌市

111 高橋　一馬 1:37:11凸38 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 札幌市

94 谷口　武志 1:37:14ミノホドシラズ39 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹｼ 仁木町

16 高根　啓 1:37:15Ｏｎｅ　Ｓｅｃ40 ﾀｶﾈ ﾋﾛｼ 小樽市

136 永井　淳市 1:37:4341 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 江別市

58 大谷　裕二 1:37:5842 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 石狩市

125 安藤　慎吾 1:38:2843 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市

84 髙島　純 1:39:10type B44 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ 七飯町

48 三浦　孝一郎 1:39:12三浦板金製作所45 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 山形県

102 本田　健太郎 1:40:2046 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 恵庭市

141 田中　佳吾 1:40:36小樽市消防本部47 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ 小樽市

37 高階　永哲 1:40:44琉小走り部48 ﾀｶｼﾅ ﾅｶﾞﾉﾘ 室蘭市

3 中垣　隆之 1:41:27スポーツ館ＲＣ49 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｶﾕｷ 余市町

83 井口　直人 1:41:3150 ｲｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 伊達市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

A ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子高校生～49歳

カナ 市町村

10 佐々木　渉 1:42:17余市走ろう会51 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 余市町

92 本間　史也 1:42:1952 ﾎﾝﾏ ﾌﾐﾔ 札幌市

81 合田　浩朗 1:42:2953 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｵ 余市町

35 貞廣　悠之介 1:43:2454 ｻﾀﾞﾋﾛ ﾕｳﾉｽｹ 小樽市

108 一野　勇太 1:43:29済生会小樽病院55 ｲﾁﾉ ﾕｳﾀ 札幌市

59 坂下　聖児 1:43:32オマーン国際Ｒ56 ｻｶｼﾀ ｾｲｼﾞ 北斗市

21 進藤　修 1:43:5057 ｼﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 札幌市

85 井上　洋介 1:44:10函館市58 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 函館市

73 菅井　一夫 1:44:2659 ｽｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 札幌市

105 高橋　勇棋 1:44:2760 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 苫小牧市

31 国分　翔太 1:44:2961 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｮｳﾀ 札幌市

55 吉尾　充二 1:44:4262 ﾖｼｵ ｱﾂｼﾞ 札幌市

112 堀　哲郎 1:45:0863 ﾎﾘ ﾃﾂﾛｳ 札幌市

70 山口　琢実 1:45:2464 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 札幌市

23 後藤　一磨 1:46:4965 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 札幌市

1 三上　貴光 1:47:05★元たんぷく★66 ﾐｶﾐ ﾀｶﾐﾂ 芽室町

40 本間　邦敬 1:48:1567 ﾎﾝﾏ ｸﾆﾀｶ 余市町

45 枡田　哲也 1:50:23てつファーム68 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 札幌市

52 佐伯　亮祐 1:50:56ＹＢＣ69 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県

132 山本　裕馬 1:51:10ウ・マオアクー70 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 室蘭市

95 葛西　雄介 1:51:1971 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 札幌市

26 武川　健 1:52:34ＨＥＹマスター72 ﾀｹｶﾜ ｹﾝ 余市町

90 高島　大貴 1:52:5073 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾀｶ 伊達市

5 草野　仁 1:53:17ｆｖｓ９１３０74 ｸｻﾉ ﾋﾄｼ 札幌市

113 上田　拓 1:53:55函館市75 ｳｴﾀﾞ ﾀｸ 函館市

82 嶋田　大輔 1:54:23ダイテク76 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市

134 野上　貴弘 1:54:4777 ﾉｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 共和町

53 朝倉　義之 1:54:53N'sFRC78 ｱｻｸﾗ ﾖｼﾕｷ 北広島市

128 寺井　史彦 1:54:5879 ﾃﾗｲ ﾌﾐﾋｺ 小樽市

137 大原　知廣 1:55:0080 ｵｵﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 札幌市

150 高橋　英章 1:55:1381 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市

79 佐藤　雄一郎 1:55:32LF82 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 小樽市

67 加藤　大輔 1:55:46逃走中83 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 北斗市

60 羽沢　正信 1:55:55ヒデキッズ84 ﾊｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小樽市

78 渡邊　佑介 1:56:0685 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 石狩市

17 今井　悦史 1:56:10グッジョブ86 ｲﾏｲ ｴﾂｼ 登別市

101 宇美　元 1:56:33公務員87 ｳﾐ ﾊｼﾞﾒ 岩内町

87 紺野　康広 1:56:5188 ｺﾝﾉ ﾔｽﾋﾛ 札幌市

28 牛頭　圭介 1:57:3989 ｺﾞｽﾞ ｹｲｽｹ 小樽市

36 瀬尾　卓磨 1:57:4890 ｾｵ ﾀｸﾏ 小樽市

146 山田　潤一 1:58:3891 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 札幌市

29 石倉　善和 1:59:4592 ｲｼｸﾗ ﾖｼｶｽﾞ 札幌市

107 野吾　克之 1:59:5193 ﾔｺﾞ ｶﾂﾕｷ 札幌市

71 渥美　禎利 2:00:45VCC94 ｱﾂﾐ ｻﾀﾞﾄｼ 恵庭市

110 吉田　雅哉 2:01:0795 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 函館市

75 山本　健斗 2:01:1196 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 江別市

43 矢田　洋介 2:01:13チームメラニー97 ﾔﾀﾞ ﾖｳｽｹ 函館市

127 鎌田　崇嗣 2:01:19居酒屋かまだ98 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 倶知安町

96 近藤　直人 2:01:5699 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 倶知安町

140 八戸　寛之 2:02:05チームメラニー100 ﾊﾁﾉﾍ ﾋﾛﾕｷ 函館市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

A ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子高校生～49歳

カナ 市町村

7 有田　了 2:03:44101 黒松内町

69 藤井　亮司 2:03:46チームフジイ102 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ 札幌市

103 西本　和幸 2:03:58103 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 札幌市

124 竹原　大輔 2:05:18104 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市

22 目崎　和美 2:05:58105 ﾒｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 岩見沢市

64 下田　健太郎 2:06:13106 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 京極町

148 野村　優次 2:06:33107 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 黒松内町

68 成田　信吾 2:07:11パニパニ+108 ﾅﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 茨城県

20 林　克紀 2:07:53109 ﾊﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 札幌市

50 坂上　公啓 2:08:54チームGOGO110 ｻｶｶﾞﾐ ｷﾐﾋﾛ 岩見沢市

86 藤原　圭志 2:09:49111 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｼ 札幌市

93 小林　伊生 2:10:14112 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 余市町

126 堀内　雅文 2:10:58ヤンセン113 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾌﾐ 札幌市

41 湊　栄太 2:11:38114 ﾐﾅﾄ 黒松内町

66 長谷　清一 2:12:25115 ﾊｾ ｷﾖｶｽﾞ 札幌市

56 藤井　樹維 2:13:24ダッシュこき麿116 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭｲ 東京都

19 越中　甲斐 2:14:30石狩ボヘミアン117 ｴｯﾁｭｳ ｶｲ 札幌市

18 吉岡　幸輝 2:15:35シンーサイトー118 石狩市

11 鈴木　洸平 2:16:58119 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 余市町

76 寺田　卓矢 2:17:49北海道土木設計120 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 札幌市

151 大西　健太 2:18:39121 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 留萌市

9 宮井　健介 2:18:53122 ﾐﾔｲ ｹﾝｽｹ 札幌市

144 福士　将則 2:19:15ハヤブサ凸AC123 ﾌｸｼ ﾏｻﾉﾘ 札幌市

152 藤枝　聡 2:19:15爆走マイペース124 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 札幌市

138 泉沢　秀樹 2:21:10125 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 苫小牧市

143 石山　雄司 2:22:22ハヤブサ凸AC126 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 札幌市

117 薄田　修裕 2:22:40STC127 ｳｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 札幌市

25 門前　勇輝 2:27:44ＨＥＹマスター128 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾕｳｷ 余市町

12 佐藤　貴広 2:30:49（株）ホープ・ワン129 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 小樽市

13 荒木　英輔 2:33:06ホープ・ワン130 ｱﾗｷ ｴｲｽｹ 小樽市

15 野崎　敏弘 2:33:17131 ﾉｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 余市町

118 中島　伸英 2:35:05東日本フード132 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

B ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子50歳以上

カナ 市町村

319 野呂　将勝 1:19:49整体院りてりて1 ﾉﾛ ﾏｻｶﾂ 札幌市

330 伊藤　真悟 1:22:45道警ＲＣ2 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市

262 田中　一之 1:27:08小樽走ろう会3 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 小樽市

346 藤　克己 1:28:45室蘭入江ＲＣ4 ﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 登別市

324 辻　　剛一 1:31:09函館モクレン会5 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 函館市

273 岩井　俊浩 1:32:00ジョイ友室蘭6 ｲﾜｲ ﾄｼﾋﾛ 室蘭市

228 宮井　祐介 1:35:137 ﾐﾔｲ ﾕｳｽｹ 札幌市

336 藤原　茂法 1:35:288 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 北斗市

264 吉越　修 1:35:419 ﾖｼｺｼ ｵｻﾑ 札幌市

325 本間　隆 1:36:36ＪＲ石タカＡＣ10 ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ 小樽市

272 須田　伸 1:38:5711 ｽﾀﾞ ｼﾝ 札幌市

345 髙橋　義祐 1:39:05トット5012 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 小樽市

326 阿部　勝 1:39:0913 ｱﾍﾞ ﾏｻﾙ 小樽市

352 古屋　隆 1:39:4114 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都

301 渡辺　博樹 1:40:00羽幌町役場ＲＣ15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 羽幌町

277 佐藤　勇実 1:41:02ケンタウロス16 ｻﾄｳ ﾊﾔﾐ 札幌市

282 藤田　孝明 1:41:06ＵＲＣ17 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｱｷ 余市町

281 穴澤　勝史 1:41:21EKG5518 ｱﾅｻﾞﾜ ｶﾂｼ 札幌市

294 古瀬　浩之 1:41:53F-com19 ﾌﾙｾ ﾋﾛﾕｷ 札幌市

205 木越　実 1:43:0420 ｷｺﾞｼ ﾐﾉﾙ 函館市

328 畑中　裕之 1:43:08道マラソンク21 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 札幌市

320 清水　聡 1:43:44ほく★んＲＣ22 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾙ 札幌市

310 加藤　修 1:43:5323 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 千歳市

300 當瀬　規嗣 1:44:14札幌医科大学24 ﾄｳｾ ﾉﾘﾂｸﾞ 札幌市

340 DAWANCE　FRED 1:45:07チームキロロ25 ﾀﾞﾜﾝｽ ﾌﾚｯﾄﾞ 赤井川村

237 水本　博行 1:46:07赤レンガ走友会26 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 札幌市

203 小倉　昌志 1:46:39★元たんぷく★27 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｼ 余市町

238 佐藤　久雄 1:47:01ほくでんＲＣ28 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 札幌市

249 栗林　貞晴 1:47:2629 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾀﾞﾊﾙ 余市町

222 青木　昭裕 1:47:57林病院30 ｱｵｷ ｱｷﾋﾛ 小樽市

283 岡本　敏博 1:48:03帯広保健所31 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 帯広市

218 細川　求 1:48:04大地の友32 ﾎｿｶﾜ ﾓﾄﾑ 江別市

278 江口　文明 1:48:11TAKEDA33 ｴｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 札幌市

216 小野　善郎 1:48:2234 ｵﾉ ﾖｼﾛｳ 和歌山県

327 張山　正仁 1:48:5035 ﾊﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 恵庭市

308 松田　幸一 1:49:0036 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 札幌市

254 佐々木　盛 1:49:22函館岩手県人会37 ｻｻｷ ｻｶﾘ 函館市

337 強田　健治 1:49:4038 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府

323 濱田　武弘 1:50:07蝦名事務所39 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 北広島市

260 呉羽　保紀 1:50:15Ｎ’ｓＦＲＣ40 ｸﾚﾊ ﾔｽﾉﾘ 札幌市

229 阿部　淳一 1:51:2141 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小樽市

231 戸井田　清 1:52:03札幌市42 ﾄｲﾀﾞ ｷﾖｼ 札幌市

207 佐用　光広 1:52:08大阪赤十字ＢＣ43 ｻﾖｳ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府

350 越村　秀樹 1:52:2944 ｺｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 札幌市

309 斗内　陽司 1:52:3845 ﾄﾅｲ ﾖｳｼﾞ 小樽市

348 佐々木　勝 1:52:4346 ｻｻｷ ﾏｻﾙ 札幌市

296 金谷　秀晴 1:53:33ＫＩＮＴＡ47 ｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ 札幌市

342 瀧上　馨 1:53:4648 ﾀｷﾉｳｴ ｶｵﾙ 札幌市

335 八代　紀裕 1:54:15キムラ49 ﾔｼﾛ ﾉﾘﾋﾛ 札幌市

212 辻　隆 1:54:1950 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

B ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子50歳以上

カナ 市町村

268 登石　守 1:54:31佐藤工業51 ﾄｲｼ ﾏﾓﾙ 札幌市

280 高橋　浩揮 1:54:35あいの里ＲＣ52 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 札幌市

315 葛西　仁 1:54:5553 ｶｻｲ ﾋﾄｼ 札幌市

213 越智　武 1:55:10苫小牧市54 ｵﾁ ﾀｹｼ 苫小牧市

253 村上　実 1:56:00小樽ラビット会55 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉﾙ 小樽市

233 松村　純一 1:56:0856 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小樽市

202 沼田　巖 1:56:0957 ﾇﾏﾀ ｲﾜｵ 恵庭市

255 久保田　伸幸 1:56:12イワクラホーム58 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市

230 横田　清 1:56:43道マラソンク59 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 札幌市

214 熊谷　孝一 1:56:47あいの里ＲＣ60 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 札幌市

279 佐名川　正年 1:56:59ダッシュこき麿61 ｻﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 東京都

343 矢部　卓二 1:57:0862 ﾔﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 札幌市

234 加納　茂紀 1:57:2363 ｶﾉｳ ｼｹﾞｷ 埼玉県

332 西岡　寿行 1:57:34中村建設（株）64 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾕｷ 余市町

317 石井　利明 1:57:5165 ｲｼｲ ﾄｼｱｷ 宮城県

211 大野　尚一 1:58:0066 ｵｵﾉ ｼｮｳｲﾁ 札幌市

242 中村　南津彦 1:58:09道マラソンク67 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾋｺ 札幌市

311 高橋　範敏 1:58:10Ｎ’ｓＦＲＣ68 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾄｼ 余市町

290 柴野　仁寿 1:58:2369 ｼﾊﾞﾉ ｷﾐﾄｼ 札幌市

285 長枝　昌彦 1:59:0070 ﾅｶﾞｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 小樽市

271 那珂　仁 1:59:3071 ﾅｶ ﾋﾄｼ 札幌市

334 盛野　昭司 1:59:35チーム・チェロ72 ﾓﾘﾉ ｼｮｳｼﾞ 札幌市

258 槻館　英一 1:59:3673 ﾂｷﾀﾞﾃ ｴｲｲﾁ 松前町

288 菊池　宏二 1:59:46club1474 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ 小樽市

267 鈴木　健司 1:59:5975 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 千葉県

318 高橋　敦 2:00:4076 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 留萌市

252 鎌田　紀美男 2:00:44函館五稜郭病院77 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｵ 函館市

307 鈴木　勝司 2:00:5278 ｽｽﾞｷ ｶﾂｼﾞ 江別市

305 長倉　清剛 2:01:14爆走マイペース79 ﾅｶﾞｸﾗ ｷﾖﾀｹ 札幌市

215 池田　隆 2:02:57鹿島建設80 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 札幌市

244 鈴木　達也 2:03:05道マラソンク81 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 札幌市

248 国分　謙一 2:03:1382 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 札幌市

208 野水　眞 2:03:36余市病院走汗会83 ﾉﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 東京都

344 千葉　昇 2:03:45札幌ＡＣＣ84 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 江別市

261 財前　慎一 2:04:12国東安岐町会85 ｻﾞｲｾﾞﾝ ｼﾝｲﾁ 札幌市

241 桜庭　昭 2:04:41道マラソンク86 ｻｸﾗﾊﾞ ｱｷﾗ 札幌市

227 田口　顕 2:04:42ＣＣＳ87 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 札幌市

312 宮沢　繁美 2:05:0088 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 長野県

298 吉田　浩司 2:06:01黒川4区89 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市

209 今井　英晴 2:06:37日高の月光仮面90 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 日高町

353 斎藤　秀樹 2:06:42札幌よるかぜ91 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 札幌市

322 松橋　亘 2:07:09ランアンドスパ92 ﾏﾂﾊｼ ﾜﾀﾙ 千歳市

257 小笠原　武 2:07:27マラトンＣ　風93 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹｼ 札幌市

333 鈴木　健司 2:07:4394 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市

243 田中　清一 2:07:5795 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ 神奈川県

235 大貫　祐一 2:08:28チロルスキー96 小樽市

314 高橋　功一 2:09:0497 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 札幌市

293 比留間　光一 2:09:22ほくでんＲＣ98 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市

250 髙橋　保宏 2:10:29トモエランナー99 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 札幌市

351 齊藤　有 2:11:14あいの里ＲＵＮ100 ｻｲﾄｳ ﾀﾓﾂ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

B ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 男子50歳以上

カナ 市町村

338 本間　好喜 2:11:19リコージャパン101 ﾎﾝﾏ ｺｳｷ 札幌市

201 中山　茂幸 2:11:24道警ＲＣＯＢ102 ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ 小樽市

247 長名　真三雄 2:11:52ＵＲＣ小樽103 ﾁｮｳﾅ ﾏｻｵ 小樽市

306 坂下　清秀 2:12:29カモシカクラブ104 ｻｶｼﾀ ｷﾖﾋﾃﾞ 札幌市

251 本間　雅之 2:13:02105 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾕｷ 小樽市

226 寺尾　敦 2:13:16106 ﾃﾗｵ ｱﾂｼ 神奈川県

245 上田　純 2:13:45107 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 札幌市

289 木村　捷利 2:14:08倶知安楽走会108 ｷﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 倶知安町

232 井嶋　潤一 2:14:14109 ｲｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市

225 三澤　英一 2:14:59北広島ＲＣ110 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 北広島市

221 山田　一夫 2:15:00八の会111 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 札幌市

256 大森　武治 2:15:03舌好調112 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 函館市

329 松田　啓 2:15:23函館大学113 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾗｸ 函館市

210 笠島　宣捷 2:15:59114 ｶｻｼﾏ ﾉﾘｶﾂ 小樽市

313 奥井　幸英 2:16:40115 ｵｸｲ ﾕｷﾋﾃﾞ 札幌市

297 岡崎　郁夫 2:16:42116 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐｵ 札幌市

339 RAICH　MARTIN 2:17:16チームキロロ117 ﾗｲﾋ ﾏｰﾃｨﾝ 赤井川村

224 柴崎　誠 2:17:47札幌市役所118 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾏｺﾄ 札幌市

263 鬼山　勝利 2:18:40ＨＥＹマスター119 ｵﾆﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 余市町

217 嶋井　康夫 2:20:25仁木町役場120 ｼﾏｲ ﾔｽｵ 仁木町

284 高橋　忍 2:20:32SOHO RC121 ﾀｶﾊｼ ｼﾉﾌﾞ 岩見沢市

204 畠山　和美 2:20:49札幌市役所122 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 江別市

349 田辺　新一 2:27:04月例南足柄123 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県

347 林　文男 2:27:09小樽ランラン124 ﾊﾔｼ ﾌﾐｵ 小樽市

240 田村　賢則 2:27:38大浜みやこＲＣ125 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 札幌市

321 増田　秀樹 2:27:41N’ｓFRC126 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 札幌市

206 岩本　任功 2:30:25有明の森ＦＴＣ127 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市

223 阿部　正明 2:31:18寿都髙校ＯＢ128 ｱﾍﾞ ﾏｻｱｷ 札幌市

299 坊坂　真 2:34:27骨髄バンクRS129 ﾎﾞｳｻｶ ﾏｺﾄ 苫小牧市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

C ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 女子高校生～49歳

カナ 市町村

430 森内　千鶴 1:32:52北新病院RC1 ﾓﾘｳﾁ ﾁﾂﾞﾙ 札幌市

427 阿萬　香織 1:33:23チームトドック2 ｱﾏﾝ ｶｵﾘ 札幌市

406 徳田　和代 1:35:413 ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 札幌市

442 堀田　里穂 1:41:13札幌市4 ﾎﾘﾀ ﾘﾎ 札幌市

413 佐藤　嘉志子 1:44:315 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 札幌市

443 庄子　咲子 1:45:166 ｼｮｳｼﾞ ｻｷｺ 札幌市

429 鈴木　麻里 1:45:31医療大学病院7 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 札幌市

405 吉田　友香 1:46:038 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 余市町

461 鈴木　孝子 1:48:28赤レンガ走友会9 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 北広島市

436 木元　加奈子 1:49:2110 ｷﾓﾄ ｶﾅｺ 千歳市

415 村端　志津恵 1:49:3011 ﾑﾗﾊｼ ｼｽﾞｴ 札幌市

434 富田　真里子 1:49:4512 ﾄﾐﾀ ﾏﾘｺ 札幌市

460 平井　紀子 1:51:13KSC小樽13 ﾋﾗｲ ﾉﾘｺ 小樽市

412 田中　友美 1:57:14札幌遊羽クラブ14 長沼町

424 濱崎　奈央子 1:58:0215 ﾊﾏｻﾞｷ ﾅｵｺ 東京都

447 奈良　加奈子 1:58:28Ｎ’ｓＦＲＣ16 ﾅﾗ ｶﾅｺ 札幌市

453 中　雅子 1:59:44室蘭入江RC17 ﾅｶ ﾏｻｺ 札幌市

437 藤井　舞子 2:00:5418 ﾌｼﾞｲ ﾏｲｺ 千歳市

455 岩崎　麻美 2:00:57道南RC19 ｲﾜｻｷ ｱｻﾐ 函館市

444 黒田　美絵子 2:01:0720 ｸﾛﾀﾞ ﾐｴｺ 札幌市

401 工藤　麻波 2:01:13爆走マイペース21 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 札幌市

435 横濱　由里絵 2:02:0622 ﾖｺﾊﾏ ﾕﾘｴ 札幌市

459 太田　真紀 2:02:3023 ｵｵﾀ ﾏｷ 札幌市

402 高橋　亜矢子 2:03:2124 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 札幌市

449 細谷　優花 2:04:53NAS25 ﾎｿﾔ ﾕｶ 東京都

457 三島　涼花 2:04:5326 ﾐｼﾏ ﾘｮｳｶ 岩見沢市

407 後藤　緒里恵 2:07:5027 ｺﾞﾄｳ ｵﾘｴ 札幌市

410 川上　亜美 2:08:4528 ｶﾜｶﾐ ｱﾐ 小樽市

428 成田　美和子 2:09:36パニパニ+29 ﾅﾘﾀ ﾐﾜｺ 茨城県

423 中本　奈都美 2:09:4030 ﾅｶﾓﾄ ﾅﾂﾐ 東京都

446 荒関　一美 2:09:41ＨＥＹマスター31 ｱﾗｾｷ ﾋﾄﾐ 小樽市

440 須田　みな 2:09:5732 ｽﾀﾞ ﾐﾅ 小樽市

433 長谷川　忍 2:13:0033 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 札幌市

421 泉屋　恭子 2:14:0434 ｲｽﾞﾐﾔ ﾔｽｺ 札幌市

445 辻　　洋子 2:15:00函館走ろう会35 ﾂｼﾞ ﾋﾛｺ 函館市

411 小野　敦子 2:15:28にこりママ36 函館市

417 佐渡　ゆかり 2:15:28N'sFRC37 ｻﾄﾞ ﾕｶﾘ 札幌市

419 才川　彩 2:15:2938 ｻｲｶﾜ ｱﾔ 音更町

451 渡邊　歩 2:17:52家庭教あゆみ会39 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 恵庭市

403 伊藤　日早子 2:19:0940 ｲﾄｳ ﾋｻｺ 札幌市

438 村上　真貴子 2:20:2341 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷｺ 札幌市

409 村上　愛 2:22:33取扱注意42 ﾑﾗｶﾐ ｱｲ 北広島市

422 笹山　琴未 2:23:4043 ｻｻﾔﾏ ｺﾄﾐ 共和町

408 中川　綾子 2:23:4044 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ 余市町

404 天沼　有加里 2:27:19居酒屋よいしょ45 ｱﾏﾇﾏ ｱｶﾘ 札幌市

418 河野　美絵 2:27:41Ｎ＇ｓＦＲＣ46 ｶﾜﾉ ﾐｴ 札幌市

414 杉森　香織 2:27:47郷土建設（株）47 ｽｷﾞﾓﾘ ｶｵﾘ 恵庭市

458 東出　久美 2:28:0748 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｸﾐ 函館市

432 山本　きよ子 2:31:1849 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｺ 愛知県
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

D ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの部 女子50歳以上

カナ 市町村

513 太田　弘美 1:40:431 札幌市

507 水本　郁子 1:51:57赤レンガ走友会2 ﾐｽﾞﾓﾄ ｲｸｺ 札幌市

527 松谷　みどり 1:54:323 ﾏﾂﾔ ﾐﾄﾞﾘ 札幌市

537 山崎　知子 1:54:544 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 札幌市

515 鎌田　智子 1:55:01函館ＴＣ5 ｶﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 函館市

536 佐藤　美由紀 1:56:36チームからふる6 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 札幌市

538 池田　和加 1:57:047 ｲｹﾀﾞ ﾜｶ 札幌市

523 敦谷　順子 1:58:558 ﾂﾙﾔ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市

505 加納　由美子 1:59:459 ｶﾉｳ ﾕﾐｺ 埼玉県

532 大山　さおり 2:03:5710 ｵｵﾔﾏ ｻｵﾘ 札幌市

535 菅原　京子 2:04:10輔仁会RC11 ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ 長沼町

511 富樫　佳子 2:06:53小樽走ろう会12 ﾄｶﾞｼ ﾖｼｺ 小樽市

510 成田　裕美 2:07:14マゴノババ13 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾐ 小樽市

531 柏　昌子 2:10:5414 ｶｼﾜ ｼｮｳｺ 札幌市

516 西池　敏子 2:11:44ゆっくり～ずＲ15 ﾆｼｲｹ ﾄｼｺ 札幌市

526 坂下　恵 2:12:33カモシカクラブ16 ｻｶｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 札幌市

521 小松　厚子 2:12:5917 ｺﾏﾂ ｱﾂｺ 東京都

508 大川　佳美 2:14:34余市マラソンク18 ｵｵｶﾜ ﾖｼﾐ 余市町

509 原田　泰子 2:15:05恵庭走友会19 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｺ 恵庭市

519 中谷　容子 2:17:19爆走マイペース20 ﾅｶﾀﾆ ﾖｳｺ 札幌市

534 清水　美彩子 2:20:36函館市21 ｼﾐｽﾞ ﾐｻｺ 函館市

506 高根　律都子 2:20:4822 ﾀｶﾈ ﾘﾂｺ 小樽市

512 三上　久美子 2:21:1523 ﾐｶﾐ ｸﾐｺ 札幌市

514 阿部　悦子 2:24:39ゆっくり～ずＲＣ24 ｱﾍﾞ ｴﾂｺ 札幌市

530 後藤　祐記代 2:25:33ＳＨＣ25 ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾖ 石狩市

529 奥井　雅子 2:27:4426 ｵｸｲ ﾏｻｺ 札幌市

518 増長　佳保里 2:28:4527 ﾏｽﾅｶﾞ ｶﾎﾘ 小樽市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

E 10kmの部 男子高校生～39歳

カナ 市町村

1027 大越　護 34:30札幌中央労基署1 ｵｵｺｼ ﾏﾓﾙ 札幌市

1064 三原　佑太 35:13北極星ＡＣ2 ﾐﾊﾗ ﾕｳﾀ 札幌市

1013 志田　哲也 36:08北極星ＡＣ3 ｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 札幌市

1050 高玉　浩平 36:49苫小牧気分走会4 ﾀｶﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ 苫小牧市

1045 齋藤　旭 37:36ちばりよ〜RC5 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 北広島市

1025 島田　晃一 38:24中標津十二楽走6 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 札幌市

1031 吉川　真平 38:537 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 札幌市

1006 高橋　洋次 39:49ＹＥＳＷＥラン8 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ 札幌市

1062 後藤　竜 42:269 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳ 札幌市

1036 山田　翔太 44:03よるかぜ10 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 札幌市

1037 諸岡　潤一 44:38黒松内町商工会11 ﾓﾛｵｶ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 黒松内町

1011 濱屋　慈 45:0412 ﾊﾏﾔ ｼｹﾞﾙ 札幌市

1004 森　伸和 47:4413 ﾓﾘ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 余市町

1014 髙野　佑哉 47:4814 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 倶知安町

1042 福井　直輝 49:51prost!15 ﾌｸｲ ﾅｵｷ 札幌市

1033 古望　慎祐 51:0416 ｺﾓｳ ｼﾝｽｹ 札幌市

1058 東海林　孝介 51:0717 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｽｹ 小樽市

1066 太田中　康宏 51:53古平町役場18 ｵｵﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 古平町

1040 岩崎　純一 52:4219 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市

1024 田村　雄介 53:1120 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 札幌市

1021 高柳　萌 53:2621 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾓﾕﾙ 小樽市

1034 齊藤　悠史 54:3522 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 札幌市

1061 佐藤　宏樹 54:46らいでんRC23 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 共和町

1043 信太　奏人 54:54NTA小樽24 ｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 小樽市

1005 川村　遼太郎 55:0825 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 余市町

1003 西野　成人 55:11林病院26 ﾆｼﾉ ｼｹﾞﾄ 余市町

1008 香月　健 56:0127 ｶﾂｷ ｹﾝ 余市町

1010 西谷　純 56:28ＨＯＯＤＳＴＡ28 札幌市

1046 戸口　拓弥 57:2929 ﾄｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 札幌市

1063 野口　智義 58:24らいでんRC30 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾖｼ 共和町

1001 福地　克麻 59:3431 ﾌｸﾁ ｶｽﾞﾏ 札幌市

1009 新岡　弘敏 1:01:2232 ﾆｲｵｶ ﾋﾛﾄｼ 黒松内町

1069 金子　直矢 1:02:11NHMK33 ｶﾈｺ ﾅｵﾔ 札幌市

1067 石王　啓貴 1:03:1134 ｲｼｵｳ ﾋﾛｷ 札幌市

1035 伊藤　宗一郎 1:03:2535 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 札幌市

1059 青木　信介 1:03:3136 ｱｵｷ ｼﾝｽｹ 札幌市

1030 長枝　尚輝 1:04:0937 ﾅｶﾞｴﾀﾞ ﾅｵｷ 小樽市

1026 由谷　啓太 1:04:2338 ﾕﾀﾆ ｹｲﾀ 岩見沢市

1002 坂井　章人 1:05:0539 ｻｶｲ ｱｷﾄ 江別市

1044 乙川　太郎 1:05:47Prost40 ｵﾄｶﾜ ﾀﾛｳ 札幌市

1017 駒　大輔 1:06:27フェリー走ろ会41 ｺﾏ ﾀﾞｲｽｹ 小樽市

1054 佐野　涼司 1:06:4842 ｻﾉ ﾘｮｳｼﾞ 今金町

1015 宗原　卓矢 1:07:4443 ﾑﾈﾊﾗ ﾀｸﾔ 小樽市

1041 日野原　伸幸 1:08:34prost44 ﾋﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 札幌市

1051 横手　優太 1:11:0345 ﾖｺﾃ ﾕｳﾀ 札幌市

1023 高野　浩和 1:11:3746 ﾀｶﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 札幌市

1028 三木　詠吉 1:11:37チーム三木47 ﾐｷ ｴｲｷﾁ 余市町

1060 平　明大 1:12:1248 ﾀｲﾗ ｱｷﾋﾛ 札幌市

1019 梁瀬　亮 1:13:42北後志消防組合49 ﾔﾅｾ ﾘｮｳ 仁木町

1007 荒木　亮一 1:13:45北後志消防組合50 ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ 余市町
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

E 10kmの部 男子高校生～39歳

カナ 市町村

1070 綱岸　大輔 1:13:4951 ﾂﾅｷﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 小樽市

1016 工藤　竜二 1:13:51北後志消防組合52 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ 余市町

1018 森　柊哉 1:13:51北後志消防組合53 ﾓﾘ ｼｭｳﾔ 仁木町

1053 稲垣　彰信 1:13:52北後志消防組合54 ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ 赤井川村

1029 木村　豪人 1:15:3555 ｷﾑﾗ ｱｷﾄ 札幌市

1012 霜鳥　祐弥 1:18:0656 ｼﾓﾄﾘ ﾕｳﾔ 小樽市

1049 菊地　猟馬 1:21:1357 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾏ 札幌市

1068 今　靖志 1:26:4558 ｺﾝ ﾔｽｼ 札幌市

1038 舛田　起要次 1:30:5259 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖﾂｸﾞ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

F 10kmの部 男子40歳～49歳

カナ 市町村

1130 米山　浩史 35:071 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｼﾞ 札幌市

1128 野切　完相 36:27凡人ＲＣ2 ﾉｷﾞﾘ ｻﾀﾞｽｹ 札幌市

1140 須摩　良介 36:48道マラソンク3 ｽﾏ ﾘｮｳｽｹ 当別町

1132 塚崎　充 37:01フリースタイル4 ﾂｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 千歳市

1156 西塚　真人 38:36アスリーツラボ5 ﾆｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 札幌市

1113 宇治　憲一郎 39:06三笠市ＲＣ6 三笠市

1160 小山田　純二 39:21藤の沢小7 ｺﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 札幌市

1142 岡崎　忠 40:068 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 札幌市

1107 安達　孝司 40:35ＣＬＵＢＭＩＸ9 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 札幌市

1159 平澤　康之 40:4710 ﾋﾗｻﾜ ﾔｽﾕｷ 札幌市

1161 長嶋　紘一 42:1511 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ 札幌市

1108 砂金　和之 42:35函館市役所12 ｲｻｺﾞ ｶｽﾞﾕｷ 函館市

1157 堀田　亮 43:05グリュスゴッド13 ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ 札幌市

1119 木下　敦 43:52ＴＯＫＡＩ14 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 札幌市

1153 能戸　拓哉 44:0215 ﾉﾄ ﾀｸﾔ 札幌市

1152 渡邉　光雄 44:14明走會ＪＰＮ16 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 埼玉県

1149 吉川　敏典 45:53大福屋17 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 札幌市

1154 瀧　将悟 46:04焼肉もうもう苑18 ﾀｷ ﾏｻﾉﾘ 札幌市

1133 星　孝信 46:40手稲区民19 ﾎｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 札幌市

1127 小野山　徹 47:25お菓子やさん20 ｵﾉﾔﾏ ﾄｵﾙ 札幌市

1148 長岡　康裕 47:51東札幌病院21 ﾅｶﾞｵｶ ﾔｽﾋﾛ 札幌市

1151 平間　晃司 48:09江別市22 ﾋﾗﾏ ｺｳｼﾞ 江別市

1143 堤　秀人 48:16共和町役場RC23 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞﾄ 共和町

1120 渡辺　亮 48:17苗Ｂランナーズ24 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 札幌市

1109 佐藤　真一 48:48チームいしばし25 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 小樽市

1145 澤里　仁 48:5326 ｻﾜｻﾄ ｼﾞﾝ 小樽市

1129 高橋　豊 49:28TRF★０８27 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 札幌市

1103 伊藤　秀朗 49:40フェリー走ろう会28 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 小樽市

1110 志村　勝 49:5729 ｼﾑﾗ ﾏｻﾙ 余市町

1121 髙橋　誠一 50:2230 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 千歳市

1135 高橋　靖志 51:05PROST!31 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 札幌市

1124 出村　公宏 51:1432 ﾃﾞﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ 札幌市

1141 黒滝　将実 52:07余市養護33 ｸﾛﾀｷ ﾏｻﾐ 札幌市

1136 深倉　嘉啓 52:5534 ﾌｶｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 札幌市

1147 金野　琢磨 53:08島RC千歳35 ｺﾝﾉ ﾀｸﾏ 千歳市

1126 諏佐　基行 53:37ペロス会36 ｽｻ ﾓﾄﾕｷ 札幌市

1102 牧野　至 55:1337 ﾏｷﾉ ｲﾀﾙ 余市町

1138 細矢　隆弘 55:1838 ﾎｿﾔ ﾀｶﾋﾛ 札幌市

1123 大村　雅彦 55:5739 ｵｵﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都

1122 城　雅章 59:2440 ｼﾛ ﾏｻｱｷ 千歳市

1115 小林　錠治 1:00:04ヤマジョー走研41 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 小樽市

1111 高田　光治 1:00:5142 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 新十津川町

1101 増子　勝一 1:01:0343 ﾏｽｺ ｼｮｳｲﾁ 札幌市

1146 西村　勝宏 1:02:23リコージャパン44 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 江別市

1155 小西　康之 1:02:5845 ｺﾆｼ ﾔｽﾕｷ 札幌市

1137 北村　政孝 1:04:4846 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 泊村

1105 都築　愛一郎 1:05:4147 ﾂﾂﾞｷ ｱｲｲﾁﾛｳ 余市町

1117 高田　克彦 1:09:20赤レンガ走友会48 ﾀｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 札幌市

1104 作田　俊博 1:13:47北後志消防組合49 ｻｸﾀ ﾄｼﾋﾛ 余市町

1114 寺山　武 1:13:50北後志消防組合50 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｹｼ 仁木町
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

F 10kmの部 男子40歳～49歳

カナ 市町村

1144 竹下　真盛 1:13:51北後志消防組合51 ﾀｹｼﾀ ﾏﾓﾙ 赤井川村

1134 富樫　伸介 1:13:52北後志消防組合52 ﾄｶﾞｼ ｼﾝｽｹ 赤井川村

1116 前川　真輝 1:13:5753 ﾏｴｶﾜ ﾏｻﾃﾙ 小樽市

1150 里村　勝美 1:20:5954 ｻﾄﾑﾗ ｶﾂﾐ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

G 10kmの部 男子50歳以上

カナ 市町村

1308 中村　茂 36:381 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 札幌市

1255 木田　光昭 36:39サキシマスオウ2 ｷﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 小樽市

1316 中村　一明 38:02室蘭入江RC3 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 登別市

1278 高田　浩二 38:31らんぶ高田道場4 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 苫小牧市

1309 鎌田　浩二 38:56ちばりよ～ＲＣ5 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 札幌市

1321 石尾　和紀 40:01Rコンセプト6 ｲｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ 札幌市

1359 鈴木　学 40:38ちばりよＲＣ7 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 北広島市

1248 森　良一 41:28島ＲＣ●千歳8 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 恵庭市

1219 木野　征一郎 41:34ナイアガラＭＣ9 恵庭市

1222 野上　秀夫 42:20恵庭走友会10 恵庭市

1247 小松　敏紀 42:21小樽骨髄バンク11 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 小樽市

1340 谷地田　幸雄 42:52標津ビッキーズ12 ﾔﾁﾀﾞ ﾕｷｵ 標津町

1210 西尾　英樹 43:27酒．ＡＣ札幌13 札幌市

1201 藤重　明 43:2914 ﾌｼﾞｼｹﾞ ｱｷﾗ 函館市

1251 岩城　英明 44:17道マラソンク15 ｲﾜｷ ﾋﾃﾞｱｷ 札幌市

1296 坂部　英二 44:28太平洋セメント16 ｻｶﾍﾞ ｴｲｼﾞ 北斗市

1310 野呂　定寛 44:59サトッチクラブ17 ﾉﾛ ｻﾀﾞﾋﾛ 札幌市

1301 大本　淑博 45:13西山電気18 ｵｵﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 札幌市

1237 鈴木　祥仁 45:54Ｍｔ．ＤＯＧ19 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 愛知県

1349 坂田　正伸 46:02坂田塾20 ｻｶﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 札幌市

1287 佐藤　義一 46:13小樽開発建設部21 ｻﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 小樽市

1320 山田　佳寿 46:5622 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 札幌市

1257 藤塚　政行 47:01恵庭走友会23 ﾌｼﾞﾂｶ ﾏｻﾕｷ 恵庭市

1288 湯原　勇夫 47:02チーム桑の実24 ﾕﾊﾗ ｲｻｵ 札幌市

1332 佐藤　良延 47:5325 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 秋田県

1303 石川　尚衛 48:06新★フリーラン26 ｲｼｶﾜ ﾅｵｴ 札幌市

1352 本田　博嗣 48:0727 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 小樽市

1215 長谷川　昇 48:1128 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 小樽市

1284 中田　亨 48:19岩内西保育所29 ﾅｶﾀ ﾄｵﾙ 小樽市

1252 前田　賢治 48:28ジェイグリーン30 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 札幌市

1232 岩﨑　一見 48:2931 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾐ 苫小牧市

1322 石井　博暁 49:23道マラソンク32 ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ 深川市

1218 佐久間　正広 49:4433 ｻｸﾏ ﾏｻﾋﾛ 神恵内村

1326 屋久　浩典 49:47スマイルラン部34 ﾔﾋｻ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市

1245 柏谷　義晴 49:53余高２２期３Ｅ35 ｶｼﾜﾔ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県

1302 株本　昌典 51:08道ライスポ36 ｶﾌﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 札幌市

1235 由利　隆則 51:29恵庭走友会37 ﾕﾘ ﾀｶﾉﾘ 恵庭市

1244 安田　治 51:48道マラソンク38 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ 札幌市

1212 石橋　善徳 52:03恵庭走友会39 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 恵庭市

1268 中谷　実 52:10ブナ診ありんこ40 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾉﾙ 黒松内町

1354 藤吉　功 52:30赤レンガ走友会41 ﾌｼﾞﾖｼ ｲｻｵ 札幌市

1281 道谷　省 53:06そうゆう会42 ﾐﾁﾀﾆ ｻﾄﾙ 小樽市

1341 三浦　条二 53:40道マラソンク43 ﾐｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 札幌市

1208 菅原　周二 53:44ニセコ44 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ ニセコ町

1307 藤嶺　和隆 54:1045 ﾌｼﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市

1304 津田　信一郎 54:1646 ﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 小樽市

1224 嘉屋　英夫 54:24恵庭走友会47 ｶﾔ ﾋﾃﾞｵ 恵庭市

1226 三浦　哲哉 54:3948 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾔ 札幌市

1317 残間　博志 54:44AIの里49 ｻﾞﾝﾏ ﾋﾛｼ 札幌市

1336 長尾　隆広 54:4750 ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ 札幌市
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1209 岡田　利弘 55:0751 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 恵庭市

1285 芳賀　省吾 55:1652 ﾊｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 京極町

1246 富沢　修 55:28小樽ＷＳＣ53 ﾄﾐｻﾞﾜ ｵｻﾑ 札幌市

1314 長井　秀憲 55:38エクセルＲＣ54 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市

1295 奥　道明 56:01にこにこ鮪ＪＣ55 ｵｸ ﾐﾁｱｷ 苫小牧市

1228 竹之内　勉 56:04恵庭走友会56 ﾀｹﾉｳﾁ ﾂﾄﾑ 恵庭市

1357 笠井　建二 56:07JA岩見沢OB57 ｶｻｲ ｹﾝｼﾞ 岩見沢市

1213 栗林　勝 56:4158 札幌市

1344 竹島　英樹 56:44洞爺かおチャン59 ﾀｹｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 洞爺湖町

1328 堀井　恒人 57:01明日風整骨院60 ﾎﾘｲ ﾂﾈﾋﾄ 札幌市

1290 亀村　愛郎 57:55赤レンガ走友会61 ｶﾒﾑﾗ ｱｲｵ 札幌市

1338 大屋　充史 57:5762 ｵｵﾔ ｱﾂｼ 小樽市

1325 千葉　芳博 58:0263 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 室蘭市

1282 小林　実 58:38白老走ろう会64 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 白老町

1313 山田　哲也 58:54赤レンガ走友会65 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 札幌市

1264 岩本　孝二 59:01あおり走友会66 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼﾞ 札幌市

1261 中野　健作 59:03焼肉もうもう苑67 ﾅｶﾉ ｹﾝｻｸ 札幌市

1345 小谷　満 59:0768 ｺﾀﾆ ﾐﾂﾙ 札幌市

1299 村　慶樹 59:1469 ﾂｼﾞﾑﾗ ｹｲｷ 札幌市

1204 福司　淳一 59:15ＪＲ北海道ＭＣ70 ﾌｸｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安平町

1350 藤田　正司 1:00:0071 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 札幌市

1279 西田　正光 1:00:03ナイアガラＭＣ72 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 北広島市

1221 蝦名　孝文 1:00:03道マラソンクラ73 ｴﾋﾞﾅ ﾀｶﾌﾐ 札幌市

1259 鈴木　秀和 1:00:08東芝プラント74 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 札幌市

1901 小林　宏幸 1:00:11ジャイアンツ会75 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 札幌市

1339 志和　肇 1:00:2276 ｼﾜ ﾊｼﾞﾒ 小樽市

1323 舘澤　吉晴 1:00:3077 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 札幌市

1241 岡田　晋一 1:00:3078 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 札幌市

1337 柳澤　弘一郎 1:00:3579 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 苫小牧市

1330 橘　伸也 1:00:38まっかりＲＣ80 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾔ 真狩村

1249 斗澤　剛 1:00:47道マラソンク81 札幌市

1234 宮崎　俊史 1:01:18ダイエットＣ82 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 札幌市

1315 寺越　靖晃 1:01:38フェリー走ろ会83 ﾃﾗｺｼ ﾔｽｱｷ 小樽市

1331 及川　与志夫 1:01:47ＣＡＳＴＡＣ84 ｵｲｶﾜ ﾖｼｵ 千歳市

1236 梅田　勝博 1:02:09北水研85 ｳﾒﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 岩見沢市

1270 菊田　道行 1:02:2586 ｷｸﾀ ﾐﾁﾕｷ 釧路市

1211 島本　丈靖 1:02:3987 ｼﾏﾓﾄ ﾀｹﾔｽ 札幌市

1229 佐藤　智儀 1:02:42羊丘小学校88 ｻﾄｳ ﾁﾖｼ 札幌市

1277 横本　正利 1:02:4589 ﾖｺﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 余市町

1305 山村　秀人 1:03:15ニセコバス90 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 倶知安町

1239 小笠原　成希 1:03:2391 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲｷ 札幌市

1293 月原　光正 1:03:45ＨＥＹマスター92 ﾂｷﾊﾗ ﾐﾂﾏｻ 小樽市

1318 宮武　壽 1:03:46函館走ろう会93 ﾐﾔﾀｹ ﾋｻｼ 函館市

1324 今田　輝昭 1:04:0594 ｲﾏﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 札幌市

1274 宮内　清治 1:04:15倶知安ＳＰ95 ﾐﾔｳﾁ ｾｲｼﾞ 倶知安町

1263 竹下　和男 1:04:42白老走ろう会96 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｵ 白老町

1230 西　裕司 1:04:4397 ﾆｼ ﾋﾛｼ 札幌市

1351 大川　純五 1:04:59ナイアガラ98 ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ 札幌市

1269 安澤　一彦 1:05:0099 ﾔｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 小樽市

1311 戸松　隆透 1:05:00白老走ろう会100 ﾄﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 帯広市
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1276 後藤　克美 1:05:32101 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾐ 札幌市

1225 浜谷　洋治 1:05:49Ｒ・Ｉスキーク102 ﾊﾏﾔ ﾖｳｼﾞ 札幌市

1348 藤本　文明 1:05:54103 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 岩内町

1205 山本　則正 1:06:11104 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾏｻ 札幌市

1319 櫻井　俊実 1:06:53N's FRC105 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾐ 江別市

1355 西岡　良明 1:06:56106 ﾆｼｵｶ ﾖｼｱｷ 苫小牧市

1356 正田　孝夫 1:07:05ひまわりの会107 ｼｮｳﾀﾞ ﾀｶｵ 小樽市

1312 土門　重義 1:07:15108 ﾄﾞﾓﾝ ｼｹﾞﾖｼ 札幌市

1280 伊林　徳男 1:07:27恵庭走友会109 ｲﾊﾞﾔｼ ﾄｸｵ 恵庭市

1300 藤井　信昭 1:07:40110 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ 小樽市

1286 水島　昌弘 1:08:09白老走ろう会111 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 帯広市

1242 西村　茂樹 1:08:45樹ランナーズ112 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 札幌市

1358 甲島　浩朗 1:09:20113 ｺｳｼﾏ ﾋﾛｱｷ 札幌市

1223 大橋　康孝 1:09:39医）秀友会114 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾀｶ 札幌市

1298 木下　政憲 1:09:49115 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 浦幌町

1250 松坂　伸人 1:09:54116 ﾏﾂｻﾞｶ ﾉﾌﾞﾋﾄ 札幌市

1347 村川　毅 1:10:27長万部走ろう会117 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹｼ 長万部町

1272 中村　康晴 1:10:43モード建築設計118 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾊﾙ 函館市

1262 田邉　英夫 1:10:51道マラソンク119 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 札幌市

1203 山北　俊美 1:11:02小樽走ろう会120 ﾔﾏｷﾀ ﾄｼﾐ 小樽市

1327 武田　浩二 1:11:33チームかける121 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 恵庭市

1256 本間　元啓 1:11:56共立塗料（株）122 ﾎﾝﾏ ﾓﾄﾋﾛ 小樽市

1265 髙橋　義治 1:12:01恵庭走友会123 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｼﾞ 恵庭市

1335 坂東　嘉信 1:12:45124 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 苫小牧市

1273 吉岡　孝志 1:13:22道マラソンク125 ﾖｼｵｶ ﾀｶｼ 札幌市

1329 高地　国雄 1:13:37126 ﾀｶﾁ ｸﾆｵ 福岡県

1233 石﨑　啓 1:13:53恵庭走友会127 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 恵庭市

1291 佐藤　久 1:14:10128 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 小樽市

1231 齊藤　彰一 1:16:19ニセコ矢橋ＲＣ129 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ ニセコ町

1271 澤田　宣義 1:16:48130 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ 札幌市

1343 関　浩二 1:16:59131 ｾｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県

1297 加納　洋人 1:17:52函館大学132 ｶﾉｳ ﾋﾛﾄ 函館市

1216 田村　大丈 1:18:08道新ＭＣ133 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾀｹ 札幌市

1254 林　和秀 1:19:06林病院134 ﾊﾔｼ ﾖﾘﾋﾃﾞ 余市町

1202 玉山　秀信 1:19:11恵庭市島松ＭＣ135 ﾀﾏﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 恵庭市

1258 菊地　学 1:19:14ホリデイ136 ｷｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 札幌市

1207 野坂　毅 1:19:22桜陽バスケＯＢ137 ﾉｻﾞｶ ﾀｹｼ 札幌市

1283 菱沼　澄夫 1:19:38新★フリーラン138 ﾋｼﾇﾏ ｽﾐｵ 札幌市

1214 坂巻　誠司 1:19:51139 ｻｶﾏｷ ｾｲｼﾞ 札幌市

1266 山田　茂雄 1:23:48140 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ 札幌市

1217 山本　義彦 1:26:20道マラソンク141 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 札幌市

1253 小林　和昭 1:29:32小樽走ろう会142 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 小樽市

1275 山上　達也 1:29:47143 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 小樽市

1260 佐藤　丈史 1:34:03レミチャンズ144 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 札幌市
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1440 小谷　奈穂 39:16北海道大学1 ｺﾀﾆ ﾅﾎ 札幌市

1448 川村　綾 42:34凡人ＲＣ2 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔ 札幌市

1411 森岡　暁 42:38道マラソンク3 ﾓﾘｵｶ ｱｶﾂｷ 札幌市

1417 野尻　美香 43:014 ﾉｼﾞﾘ ﾐｶ 札幌市

1435 佐藤　晴香 43:225 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 札幌市

1434 戸井田　七海 46:166 ﾄｲﾀﾞ ﾅﾅﾐ 札幌市

1415 瀬川　智穂 50:287 ｾｶﾞﾜ ﾁﾎ 札幌市

1405 渡辺　佳世子 50:59千歳第二小学校8 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖｺ 恵庭市

1402 相川　萌絵 52:12ＰＡＮＤＡＳＨ9 ｱｲｶﾜ ﾓｴ 砂川市

1421 二木　花夏 52:2410 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾊﾅｶ 札幌市

1456 佐藤　恵里香 52:3211 ｻﾄｳ ｴﾘｶ 札幌市

1404 柴田　睦美 55:2112 ｼﾊﾞﾀ ﾑﾂﾐ 札幌市

1403 岡本　七絵 55:2113 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅｴ 札幌市

1414 山口　はるか 55:4214 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 札幌市

1431 鈴木　好枝 56:08KSC小樽15 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 小樽市

1902 村上　真希子 56:2216 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷｺ 伊達市

1445 齊藤　由華 57:03ＴＲＦ星０８17 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 札幌市

1429 中島　久絵 57:0718 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｴ 札幌市

1408 山辺　歩美 58:03会社員19 ﾔﾏﾍﾞ ｱﾕﾐ 札幌市

1425 山本　真弓 58:0420 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 札幌市

1424 古瀬　和希 58:08F-com21 ﾌﾙｾ ｶｽﾞｷ 札幌市

1401 佐藤　里奈 58:4622 札幌市

1432 田中　里奈 58:58慈啓会病院23 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 札幌市

1458 玉田　香里 1:00:0924 ﾀﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 札幌市

1428 鈴木　愛実 1:00:14kmft225 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 札幌市

1426 細川　絵里子 1:01:13エスマラソン部26 ﾎｿｶﾜ ｴﾘｺ 札幌市

1451 西岡　彩華 1:01:2927 ﾆｼｵｶ ｱﾔｶ 小樽市

1423 坂本　千波 1:01:3628 ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾐ 札幌市

1437 青木　麻耶 1:02:4229 ｱｵｷ ﾏﾔ 小樽市

1416 坪井　有紗 1:02:5730 ﾂﾎﾞｲ ｱﾘｻ 小樽市

1407 才田　千恵 1:03:0831 ｻｲﾀﾞ ﾁｴ 札幌市

1418 安田　育恵 1:03:11side-B32 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｴ 札幌市

1444 塚原　美幸 1:03:17Wブッキング33 ﾂｶﾊﾗ ﾐﾕｷ 赤井川村

1406 梅田　奈央子 1:05:2034 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｺ 札幌市

1413 岡島　ゆかり 1:05:3235 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｶﾘ 札幌市

1455 村川　美紀 1:05:3636 ﾑﾗｶﾜ ﾐｷ 札幌市

1443 大島　充恵 1:05:49スケルトン37 ｵｵｼﾏ ﾐﾂｴ 千葉県

1446 川口　茜 1:05:5538 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 余市町

1442 安井　美保 1:05:5939 ﾔｽｲ ﾐﾎ 札幌市

1436 松谷　祐那 1:06:4640 ﾏﾂﾔ ﾕｳﾅ 札幌市

1452 SOORONBAEVA　AINURA 1:06:51チームキロロ41 ｿｰﾛﾝﾊﾞｴﾜ ｱｲﾇｰﾗ 赤井川村

1422 野内　美里 1:08:5642 ﾉｳﾁ ﾐｻﾄ 千歳市

1453 正源　百子 1:09:54oksポッポリ43 ｼｮｳｹﾞﾝ ﾓﾓｺ 札幌市

1433 二丹田　凡子 1:10:5244 ﾆﾀﾝﾀﾞ ﾅﾐｺ 札幌市

1427 大竹　由姫 1:11:0545 ｵｵﾀｹ ﾕｷ 石狩市

1438 工藤　怜 1:11:1146 ｸﾄﾞｳ ﾚｲ 壮瞥町

1454 東　利紗 1:12:1347 ｱｽﾞﾏ ﾘｻ 札幌市

1457 近藤　麻美 1:12:4348 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 札幌市

1459 綱岸　美也子 1:13:5049 ﾂﾅｷﾞｼ ﾐﾔｺ 小樽市

1419 三浦　智恵美 1:13:5850 ﾐｳﾗ ﾁｴﾐ 恵庭市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

H 10kmの部 女子高校生～39歳

カナ 市町村

1409 今村　由美子 1:14:5251 ｲﾏﾑﾗ ﾕﾐｺ 札幌市

1410 川上　礼華 1:20:1652 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 札幌市

1447 松倉　瑞希 1:38:29済生会小樽病院53 ﾏﾂｸﾗ ﾐｽﾞｷ 小樽市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

I 10kmの部 女子40歳～49歳

カナ 市町村

1522 光岡　美貴 39:171 ﾐﾂｵｶ ﾐｷ 札幌市

1513 池田　美穂子 39:46ちばりよ〜ＲＣ2 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎｺ 札幌市

1539 平　和子 39:50ちばりよ〜r3 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ 札幌市

1518 山本　舞 43:57RISE RC4 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 札幌市

1544 杉山　明美 45:565 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｹﾐ 札幌市

1509 吉岡　美希 45:58フレングＲＣ6 ﾖｼｵｶ ﾐｷ 札幌市

1519 船津　加奈江 46:21島Ｒ.Ｃ千歳7 ﾌﾅﾂ ｶﾅｴ 恵庭市

1501 田中　順美 47:318 ﾀﾅｶ ﾖﾘﾐ 札幌市

1511 阿部　倫子 50:159 ｱﾍﾞ ﾐﾁｺ 札幌市

1536 澤里　あづみ 51:0910 ｻﾜｻﾄ ｱﾂﾞﾐ 小樽市

1526 千葉　志保 51:10S塾11 ﾁﾊﾞ ｼﾎ 札幌市

1537 栗田　彰子 51:53パリジャンサガ12 ｸﾘﾀ ｱｷｺ 岩見沢市

1516 澤田　奈緒美 52:2213 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾐ 小樽市

1514 坂口　杏奈 53:2714 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 千歳市

1503 栗原　有希 54:3215 ｸﾘﾊﾗ ｱｷ 余市町

1523 瀧澤　素代 54:35余市紅志高校16 ﾀｷｻﾞﾜ ﾓﾄﾖ 余市町

1538 渡邉　美香 55:11明走會ＪＰＮ17 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 埼玉県

1525 森松　女久美 55:25島RC千歳18 ﾓﾘﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 千歳市

1541 吉田　香菜 55:2719 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 札幌市

1512 林　麻美子 57:5320 ﾊﾔｼ ﾏﾐｺ 札幌市

1543 東野　友美 58:1721 ﾋｶﾞｼﾉ ﾄﾓﾐ 札幌市

1508 中野　ひとみ 59:00焼肉もうもう苑22 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾐ 札幌市

1502 豊田　基穂 1:00:1623 ﾄﾖﾀ ｷﾎ 札幌市

1528 阿部　加津恵 1:00:3624 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｴ 倶知安町

1507 田原　かおり 1:03:30ホープ・ワン25 ﾀﾊﾗ ｶｵﾘ 小樽市

1530 竹田　素子 1:06:26TEAM作っと26 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｺ 札幌市

1504 相川　恵理子 1:06:45ＰＡＮＤＡＳＨ27 ｱｲｶﾜ ｴﾘｺ 砂川市

1545 石山　玲子 1:06:52ハヤブサ凸AC28 ｲｼﾔﾏ ﾚｲｺ 札幌市

1542 田元　美千子 1:07:4429 ﾀﾓﾄ ﾐﾁｺ 倶知安町

1534 穂刈　希美 1:09:07Ｗブッキング30 ﾎｶﾘ ﾉｿﾞﾐ 札幌市

1527 井上　美佳 1:09:39函館五稜郭病院31 ｲﾉｳｴ ﾐｶ 函館市

1510 小野寺　恵 1:10:5332 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 札幌市

1533 野吾　奈穂子 1:12:0133 ﾔｺﾞ ﾅｵｺ 札幌市

1532 伊勢　洋美 1:13:0734 ｲｾ ﾋﾛﾐ 札幌市

1540 大竹　春恵 1:13:0835 ｵｵﾀｹ ﾊﾙｴ 札幌市

1535 筆村　美奈子 1:13:18函館大学36 ﾌﾃﾞﾑﾗ ﾐﾅｺ 函館市

1517 定岡　那奈江 1:13:2337 ｻﾀﾞｵｶ ﾅﾅｴ 札幌市

1524 太田　純子 1:13:3838 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市

1521 伊藤　理恵 1:18:5539 ｲﾄｳ ﾘｴ 札幌市

1531 細矢　裕子 1:27:5640 ﾎｿﾔ ﾋﾛｺ 札幌市

Printed : 2019/09/29 12:40:10 18 / 26 ページ Official Timer & Results By I.SAM



順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

J  10kmの部 女子50歳以上

カナ 市町村

1617 浅沼　由香 42:01ちばりよ～ＲＣ1 ｱｻﾇﾏ ﾕｶ 札幌市

1624 須田　道代 42:31フレングＲＣ2 ｽﾀﾞ ﾐﾁﾖ 小樽市

1609 佐藤　朋子 45:24栗山小学校3 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 札幌市

1605 田中　園子 48:10田中歯科クリニ4 ﾀﾅｶ ｿﾉｺ 札幌市

1654 鎌田　淳子 48:435 ｶﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 千歳市

1611 熊谷　真佐枝 49:11道マラソンク6 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｴ 札幌市

1633 中川　麻里 49:437 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘ 札幌市

1652 堀　美香 51:24札幌スポ館ＲＣ8 ﾎﾘ ﾐｶ 札幌市

1622 鈴木　いさ子 53:27道マラソンク9 ｽｽﾞｷ ｲｻｺ 札幌市

1615 嶋田　清美 53:5310 ｼﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 余市町

1629 中田　ともみ 54:5911 ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 小樽市

1639 佐藤　久美子 55:1512 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 秋田県

1606 野上　のり子 56:04恵庭走友会13 恵庭市

1623 浦本　啓子 56:2214 札幌市

1625 山本　美幸 57:0715 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 小樽市

1626 不動　典子 57:3216 ﾌﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 札幌市

1612 石﨑　和子 58:59恵庭走友会17 ｲｼｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 恵庭市

1647 小谷　明美 59:3518 ｺﾀﾆ ｱｹﾐ 札幌市

1635 増原　聡子 59:4219 ﾏｽﾊﾗ ｻﾄｺ 苫小牧市

1653 阿部　由吏 59:5320 ｱﾍﾞ ﾕﾘ 小樽市

1655 西岡　庸子 1:00:1221 ﾆｼｵｶ ﾖｳｺ 苫小牧市

1651 水戸　弥生 1:00:2622 ﾐﾄ ﾔﾖｲ 札幌市

1645 宮内　聡穂 1:00:3323 ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾎ 小樽市

1644 谷地田　慶子 1:00:42標津ビッキーズ24 ﾔﾁﾀﾞ ｹｲｺ 標津町

1616 岡田　登喜子 1:00:4525 札幌市

1642 鈴木　敬子 1:02:0626 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 千葉県

1632 鈴木　流美 1:02:2927 余市町

1637 鈴木　貴子 1:02:4028 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 札幌市

1634 川村　けい子 1:02:48中標津十二楽走29 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｺ 札幌市

1656 阿部　千絵美 1:03:2230 ｱﾍﾞ ﾁｴﾐ 札幌市

1640 斉藤　真美 1:03:33恵庭走友会31 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ 恵庭市

1636 長枝　文子 1:04:0932 ﾅｶﾞｴﾀﾞ ｱﾔｺ 小樽市

1649 道又　聡美 1:05:23Wブッキング33 ﾐﾁﾏﾀ ｻﾄﾐ 札幌市

1621 後藤　ひろみ 1:05:5134 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ 札幌市

1610 西　美枝 1:05:5735 ﾆｼ ﾐｴ 札幌市

1607 鈴木　ミヨ子 1:06:01小樽走ろう会36 ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ 小樽市

1631 三木　かがり 1:06:2337 ﾐｷ ｶｶﾞﾘ 札幌市

1602 横山　千保子 1:06:3338 ﾖｺﾔﾏ ﾁﾎｺ 札幌市

1628 大森　恵子 1:07:0339 ｵｵﾓﾘ ｹｲｺ 函館市

1601 松浜　登世子 1:07:55ツウィンクル40 ﾏﾂﾊﾏ ﾄﾖｺ 小樽市

1604 佐藤　純子 1:08:15たのしくハシレ41 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 江別市

1614 藤田　美帆 1:08:17余市病院走汗会42 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾎ 余市町

1630 中原　ノブ 1:10:11キタフクロー43 ﾅｶﾊﾗ ﾉﾌﾞ 札幌市

1641 郡司　麻奈美 1:11:2744 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏﾅﾐ 千葉県

1620 山田　三枝 1:12:2745 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｴ 札幌市

1619 結城　栄子 1:15:0746 ﾕｳｷ ｴｲｺ 余市町

1646 川端　理絵子 1:16:5947 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｴｺ 神奈川県

1643 古池　貴子 1:18:17スケルトン48 ﾌﾙｲｹ ﾀｶｺ 千葉県

1650 菊地　ゆう子 1:21:1349 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 札幌市

1648 オオサワ　ケイコ 1:30:4850 ｵｵｻﾜ ｹｲｺ 千葉県
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

K 5kmの部 男子中学生～39歳

カナ 市町村

5036 佐藤　真吾 16:15ＪＲ北海道1 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 札幌市

5002 髙橋　賢司 17:22ザ・ベスト2 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 札幌市

5031 堀井　馨 17:24星置中学校3 ﾎﾘｲ ｶｵﾙ 札幌市

5013 武田　真太郎 17:40北大医歯薬陸上4 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 札幌市

5017 鈴木　一馬 17:50函館走ろう会5 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 七飯町

5035 加藤　祐輔 18:17小樽骨髄バンク6 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 札幌市

5001 中村　貴宣 18:487 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 小樽市

5032 村山　剛介 19:128 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｽｹ 札幌市

5015 西野　広輔 20:58千歳市体育協会9 ﾆｼﾉ ｺｳｽｹ 千歳市

5012 太田　祐介 21:58太美ＲＣ10 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 当別町

5014 成田　幸隆 22:11シルバーＦ11 ﾅﾘﾀ ﾕｷﾀｶ 小樽市

5022 泉沢　壮志 22:3312 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｿｳｼ 苫小牧市

5037 福島　功理 23:01五洋建設㈱13 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾐﾁ 札幌市

5028 坂上　公章 23:51フェリー走ろ会14 ｻｶｶﾞﾐ ｷﾐｱｷ 小樽市

5004 佐藤　一帆 24:13シルバーＦ15 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 小樽市

5029 太田　和輝 25:4116 札幌市

5005 櫻井　優也 25:56余市東中学校17 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ 余市町

5034 吉尾　俊祐 26:1718 ﾖｼｵ ｼｭﾝｽｹ 札幌市

5033 岩崎　真弥 26:57ふるびりあん19 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 札幌市

5008 泉屋　大資 28:2520 ｲｽﾞﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 札幌市

5041 天野　慎也 28:38五洋建設㈱21 ｱﾏﾉ ｼﾝﾔ 札幌市

5039 佐藤　雄太 28:49五洋建設㈱22 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 札幌市

5019 斉藤　俊介 30:35余市税務署23 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 余市町

5003 盛　颯人 30:5924 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 小樽市

5010 藤田　祐輔 31:3625 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 小樽市

5021 長内　春道 31:43フェリー走ろ会26 ｵｻﾅｲ ﾊﾙﾐﾁ 小樽市

5025 前田　晃平 31:5027 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 室蘭市

5020 倉橋　翔 32:39余市税務署28 ｸﾗﾊｼ ｶｹﾙ 余市町

5011 東　義則 33:01林病院29 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 余市町

5040 堀　清喜 35:07五洋建設㈱30 ﾎﾘ ｷﾖﾊﾙ 札幌市

5024 斎藤　慎也 36:10フェリー走ろ会31 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 小樽市

5027 赤石　竜也 36:11フェリー走ろ会32 ｱｶｲｼ ﾀﾂﾔ 小樽市

5007 新谷　駿 36:3533 ｱﾗﾔ ｼｭﾝ 札幌市

5009 荒井　崇人 36:4934 ｱﾗｲ ｼｭｳﾄ 小樽市

5018 小松　雄輔 40:2835 小樽市

5026 齋藤　真登 43:30フェリー走ろ会36 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾄ 小樽市

5038 檜垣　太郎 44:28五洋建設㈱37 ﾋｶﾞｷ ﾀﾛｳ 札幌市

5016 木越　由季也 52:1238 ｷｺﾞｼ ﾕｷﾔ 小樽市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

L 5kmの部 男子40歳～49歳

カナ 市町村

5115 川瀬　寛 17:55札幌清田病院1 ｶﾜｾ ﾋﾛｼ 札幌市

5101 朝比奈　和貴 19:15道マラソンク2 ｱｻﾋﾅ ｶｽﾞﾀｶ 札幌市

5113 廣田　哲也 21:47ＪＲ北海道ＭＣ3 ﾋﾛﾀ ﾃﾂﾔ 札幌市

5109 佐野　孝明 22:04サノハイム4 ｻﾉ ﾀｶｱｷ 札幌市

5114 北川　孝博 24:565 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 札幌市

5105 中出　康介 25:13シルバーＦ6 ﾅｶﾃﾞ ｺｳｽｹ 小樽市

5104 鹿子島　努 28:277 ｶｺﾞｼﾏ ﾂﾄﾑ 安平町

5103 佐藤　健太 30:298 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 小樽市

5112 佐藤　幸成 31:40HOPE泊9 ｻﾄｳ ﾕｷﾅﾘ 札幌市

5120 二宮　英一郎 32:35五洋建設㈱10 ﾆﾉﾐﾔ ｴｲｲﾁﾛｳ 札幌市

5106 太田　鉄也 33:3011 小樽市

5107 前川　知大 33:37余市税務署12 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 余市町

5118 武田　茂治 33:4313 ﾀｹﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 札幌市

5116 志賀　祐介 33:4914 ｼｶﾞ ﾕｳｽｹ 札幌市

5108 北西　嘉久 35:36余市税務署15 ｷﾀﾆｼ ﾖｼﾋｻ 余市町

5110 片沼　勇人 38:4416 ｶﾀﾇﾏ ﾊﾔﾄ 室蘭市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

M 5kmの部 男子50歳以上

カナ 市町村

5264 大宮　一哉 18:02R-コンセプト1 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市

5255 神　　賢寿 18:50ナイアガラMC2 ｼﾞﾝ ﾏｻﾄｼ 札幌市

5226 大瀬　秀樹 18:55エクセルＲＣ3 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 札幌市

5231 越崎　克彦 19:26後志建設　ＲＣ4 ｺｼｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 共和町

5246 北野　信一郎 19:49高橋水産ＥＲＣ5 ｷﾀﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市

5219 竹谷　信徳 20:036 ﾀｹﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 恵庭市

5258 宮本　眞二 21:42道マラソンク7 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 札幌市

5247 太田　智 21:58フレングＲＣ8 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 札幌市

5265 吉田　洋一 21:59開発工営社9 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 江別市

5240 酒井　洋 22:03白老走ろう会10 白老町

5244 村上　覚 22:24高台公園ＲＣ11 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾙ 札幌市

5259 小西　淳一 24:26道マラソンク12 ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 札幌市

5211 星野　伸雄 25:0713 ﾎｼﾉ ﾉﾌﾞｵ 千葉県

5208 瀬戸　光男 25:1214 ｾﾄ ﾐﾂｵ 小樽市

5207 外本　雅信 25:1315 ｿﾄﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩内町

5256 大館　慶二 25:1316 ｵｵﾀﾞﾃ ｹｲｼﾞ 苫小牧市

5260 川田　卓司 25:21石狩南高等学校17 ｶﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 札幌市

5251 堀　隆治郎 25:55余市税務署18 ﾎﾘ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 札幌市

5225 土肥　高雄 25:5819 ﾄﾞﾋ ﾀｶｵ 札幌市

5250 渡辺　勝 26:2820 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 札幌市

5204 圓谷　謙治 27:1421 ﾏﾙﾔ ｹﾝｼﾞ 岩内町

5262 青山　徹 27:44岩内海陸運輸22 ｱｵﾔﾏ ﾄｵﾙ 岩内町

5218 阿久津　保文 28:0423 ｱｸﾂ ﾔｽﾌﾐ 札幌市

5203 高橋　雄一 28:15古谷24 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 札幌市

5266 小柳　有史 28:5725 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ 札幌市

5242 清水　昌利 29:37フェリー走ろう会26 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 福井県

5222 白鳥　文敏 30:24シルバーＦ27 ｼﾗﾄﾘ ﾌﾐﾄｼ 小樽市

5229 𠮷田　茂則 30:45白老走ろう会28 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 白老町

5202 山内　誠一 30:54函館渡辺病院29 ﾔﾏｳﾁ ｾｲｲﾁ 函館市

5215 山本　徳憲 31:03ＲＵＮ－札幌30 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 札幌市

5261 林　潤一 32:4731 ﾊﾔｼ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 札幌市

5223 岩本　史輝 33:51Ｄｒ．ストップ32 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ 江別市

5214 鳴海　朝友 34:0433 ﾅﾙﾐ ｱｻﾄﾓ 小樽市

5221 阿部　詔一 34:0534 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 札幌市

5224 中澤　雅樹 34:2435 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ 札幌市

5245 越田　充 34:3336 ｺｼﾀ ﾐﾂﾙ 小樽市

5257 宮城　泰敏 34:5637 ﾐﾔｼﾛ ﾔｽﾄｼ 余市町

5205 廣井　威 35:13恵庭走友会38 ﾋﾛｲ ﾀｹｼ 恵庭市

5230 石黒　正行 35:23シルバーＦ39 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻﾕｷ 小樽市

5227 草間　宏 36:0440 ｸｻﾏ ﾋﾛｼ 北広島市

5252 山口　賢治 36:2441 苫小牧市

5217 秋元　大 36:4342 ｱｷﾓﾄ ﾀﾞｲ 小樽市

5253 布施　隆 37:48フェリー走ろ会43 ﾌｾ ﾀｶｼ 小樽市

5239 福田　博亮 38:05白老走ろう会44 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 白老町

5249 坂上　一正 38:18白老走ろう会45 ｻｶｳｴ ｶｽﾞﾏｻ 帯広市

5201 宍戸　節夫 39:45俱知安46 ｼｼﾄﾞ ｾﾂｵ 倶知安町

5228 北田　英雄 39:51恵庭走友会47 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 恵庭市

5241 和島　巌 40:58ニセコ環境ＲＣ48 ﾜｼﾞﾏ ｲﾜｵ 倶知安町

5254 太田　昌宏 42:4649 札幌市

5216 大竹　健一 43:08白老走ろう会50 ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ 白老町
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

M 5kmの部 男子50歳以上

カナ 市町村

5233 内村　宏 43:20恵庭走友会51 ｳﾁﾑﾗ ｺｳ 恵庭市

5248 渡辺　和夫 45:41俱知安楽走会52 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 倶知安町

5213 辻　誠三郎 46:48恵庭走友会53 恵庭市

5238 佐藤　文雄 55:29白老走ろう会54 帯広市

5236 町田　巳千代 55:29白老走ろう会55 帯広市

5220 伊藤　嘉規 1:04:01石塚硝子山岳部56 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 愛知県
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

N 5kmの部 女子中学生～39歳

カナ 市町村

5303 戸井田　美空 21:13札幌啓成高校1 ﾄｲﾀﾞ ﾐｸ 札幌市

5324 黒田　陽菜乃 21:47札幌稲穂中学校2 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾅﾉ 札幌市

5315 長内　優香 22:05北大医歯薬陸上3 ｵｻﾅｲ ﾕｳｶ 札幌市

5329 桝平　彩菜 22:354 ﾏｽﾋﾗ ｱﾔﾅ 札幌市

5321 二瓶　昌子 23:525 ﾆﾍｲ ﾏｻｺ 小樽市

5306 河部　のぞみ 24:07ＨＯＰＥ6 ｶﾜﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小樽市

5332 瀬戸　彩和代 24:437 ｾﾄ ｻﾜﾖ 札幌市

5310 渡邉　結香子 26:27北大医歯薬陸上8 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶｺ 札幌市

5305 内田　英里 26:30余市ＥＭＣ9 ｳﾁﾀﾞ ｴﾘ 余市町

5326 佐々木　香苗 27:1710 ｻｻｷ ｶﾅｴ 旭川市

5323 阿部　桃花 28:4711 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 倶知安町

5318 佐野　理恵 29:20夏だけアクＴ部12 ｻﾉ ﾘｴ 札幌市

5325 越智　晴香 29:5113 ｵﾁ ﾊﾙｶ 札幌市

5333 中島　美香 30:0014 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ 札幌市

5327 仁原　里菜 30:2015 ﾆﾊﾗ ﾘﾅ 札幌市

5307 佐藤　里紗 30:3916 ｻﾄｳ ﾘｻ 札幌市

5335 工藤　絵梨果 31:30専門学校17 ｸﾄﾞｳ ｴﾘｶ 札幌市

5330 齋藤　茉莉 31:5618 ｻｲﾄｳ ﾏﾘ 札幌市

5331 内藤　若菜 32:1319 ﾅｲﾄｳ ﾜｶﾅ 札幌市

5314 内藤　かん奈 32:2720 札幌市

5317 山岸　絵美子 32:29夏だけアクＴ部21 ﾔﾏｷﾞｼ ｴﾐｺ 札幌市

5328 棟方　朋子 32:3922 ﾑﾈｶﾀ ﾄﾓｺ 札幌市

5320 篠原　亜紀 32:4723 ｼﾉﾊﾗ ｱｷ 札幌市

5334 勝部　優実子 32:58五洋建設㈱24 ｶﾂﾍﾞ ﾕﾐｺ 札幌市

5313 国松　希代子 33:0725 ｸﾆﾏﾂ ｷﾖｺ 小樽市

5312 澤向　遥香 33:13余市税務署26 ｻﾜﾑｶｲ ﾊﾙｶ 余市町

5311 倉橋　ゆか 33:25余市税務署27 ｸﾗﾊｼ ﾕｶ 余市町

5316 高野　真理子 33:3528 ﾀｶﾉ ﾏﾘｺ 札幌市

5308 佐藤　怜那 34:03小樽西陵中学校29 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 小樽市

5304 安崎　美恵子 35:0030 ﾔｽｻﾞｷ ﾐｴｺ 札幌市

5322 山口　菜穂 35:3331 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ 小樽市

5319 笠松　なつき 40:25夏だけアクＴ部32 ｶｻﾏﾂ ﾅﾂｷ 札幌市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

O 5kmの部 女子40歳～49歳

カナ 市町村

5411 大西　純子 22:11Rコンセプト1 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 札幌市

5412 野切　幸子 23:18凡人ＲＣ2 ﾉｷﾞﾘ ｻﾁｺ 札幌市

5406 赤石　美由紀 25:373 ｱｶｲｼ ﾐﾕｷ 札幌市

5402 佐藤　純子 25:51シルバーＦ4 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 小樽市

5420 岩瀬　啓恵 27:335 ｲﾜｾ ﾋﾛｴ 小樽市

5405 本間　さおり 27:536 ﾎﾝﾏ ｻｵﾘ 小樽市

5407 神　麻衣子 28:457 ｼﾞﾝ ﾏｲｺ 札幌市

5415 一ノ瀬　志織 29:23夏だけアクＴ部8 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 札幌市

5416 高宮　邦子 29:40夏だけアクＴ部9 ﾀｶﾐﾔ ｸﾆｺ 札幌市

5401 中澤　まどか 29:4110 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 札幌市

5425 田村　利絵 31:16五洋建設㈱11 ﾀﾑﾗ ﾘｴ 札幌市

5404 佐藤　亜紀 31:5012 ｻﾄｳ ｱｷ 小樽市

5408 川潟　和江 32:0813 ｶﾜｶﾞﾀ ｶｽﾞｴ 札幌市

5423 吉村　亜樹 32:3314 ﾖｼﾑﾗ ｱｷ 北広島市

5421 布谷　麻衣子 32:3715 ﾇﾉﾔ ﾏｲｺ 札幌市

5422 新藤　美悟 32:53林病院16 ｼﾝﾄｳ ﾐｻﾄ 小樽市

5417 佐藤　千亜紀 34:0617 ｻﾄｳ ﾁｱｷ 札幌市

5403 藤田　由佳 35:35林病院18 ﾌｼﾞﾀ ﾕｶ 小樽市

5409 伊藤　佳子 35:3619 ｲﾄｳ ﾖｼｺ 小樽市

5424 稲見　未央 36:0220 ｲﾅﾐ ﾐｵ 札幌市

5413 吉田　直子 36:2721 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｺ 札幌市

5410 平田　仁美 37:2722 ﾋﾗﾀ ﾋﾄﾐ 小樽市
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第37回余市味覚マラソン大会 2019/09/29

P 5kmの部 女子50歳以上

カナ 市町村

5540 寺崎　智子 20:49北極星・ＡＣ1 ﾃﾗｻｷ ﾄﾓｺ 札幌市

5546 本田　佳子 22:25道マラソンク2 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺ 札幌市

5515 星野　尚子 22:463 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉県

5534 内田　綾子 23:11余市ＥＭＣ4 ｳﾁﾀﾞ ｱﾔｺ 余市町

5516 土肥　章子 23:275 ﾄﾞﾋ ｱｷｺ 札幌市

5509 小野　清美 23:56道マラソンク6 ｵﾉ ｷﾖﾐ 札幌市

5502 小西　信子 24:20道マラソンク7 ｺﾆｼ ﾉﾌﾞｺ 札幌市

5543 矢本　理恵 25:138 ﾔﾓﾄ ﾘｴ 苫小牧市

5506 菊地　由佳 25:199 ｷｸﾁ ﾕｶ 小樽市

5519 滋野　由紀子 25:2010 ｼｹﾞﾉ ﾕｷｺ 小樽市

5535 太田　京子 25:45フレングＲＣ11 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ 札幌市

5533 坂田　美和 26:4712 ｻｶﾀ ﾐﾜ 札幌市

5545 松田　真樹子 26:5813 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷｺ 札幌市

5525 奥野　美奈子 27:11小樽走ろう会14 ｵｸﾉ ﾐﾅｺ 小樽市

5547 本間　佳子 27:1415 ﾎﾝﾏ ﾖｼｺ 小樽市

5528 原田　千代美 27:40Ｈ－ＢＬＯＯＤ16 ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾖﾐ 札幌市

5520 本間　裕子 28:01小樽骨髄バンク17 ﾎﾝﾏ ﾕｳｺ 小樽市

5527 林　まゆみ 28:21Ｈ－ＢＬＯＯＤ18 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 札幌市

5544 大浜　ひろみ 29:3619 ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ 苫小牧市

5548 斎藤　夕起子 30:2120 ｻｲﾄｳ ﾕｷｺ 苫小牧市

5541 堀　千郁 30:26余市税務署21 ﾎﾘ ﾁｲｸ 札幌市

5550 長谷川　裕子 30:3322 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 幕別町

5514 遠藤　恵美 30:36シルバーＦ23 ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐ 小樽市

5526 世戸　恵子 31:5424 ｾﾄ ｹｲｺ 札幌市

5549 山口　博美 32:5625 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 小樽市

5530 太田　茂子 33:22太美ＲＣ26 ｵｵﾀ ｼｹﾞｺ 当別町

5542 工藤　奈子 34:4527 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 小樽市

5521 𠮷田　容子 34:48白老走ろう会28 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 白老町

5522 藤塚　直美 35:13恵庭走友会29 ﾌｼﾞﾂｶ ﾅｵﾐ 恵庭市

5524 内村　利子 35:36恵庭走友会30 ｳﾁﾑﾗ ﾄｼｺ 恵庭市

5531 金澤　美鈴 35:4831 小樽市

5529 加藤　幸子 37:1432 ｶﾄｳ ｻﾁｺ 札幌市

5503 中島　久美 37:21余市病院走汗会33 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾐ 小樽市

5518 林　眞純 37:25白老走ろう会34 帯広市

5536 伍楼　さゆり 37:2935 ｺﾞﾛｳ ｻﾕﾘ 札幌市

5523 福田　敏子 37:31林病院36 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｺ 余市町

5537 岩切　幸子 37:3137 ｲﾜｷﾘ ﾕｷｺ 小樽市

5517 新谷　律子 37:4738 ｱﾗﾔ ﾘﾂｺ 岩内町

5539 小形　恵美子 41:2139 ｵｶﾞﾀ ｴﾐｺ 札幌市

5501 山内　喜久乃 47:20函館渡辺病院Ｆ40 ﾔﾏｳﾁ ｷｸﾉ 函館市

5510 三浦　栄子 55:29白老走ろう会41 ﾐｳﾗ ｴｲｺ 帯広市

5512 太田　葉子 55:29白老走ろう会42 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 幕別町
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