
第70回 なよろ憲法記念ハーフマラソン 2022/05/03順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブハーフ一般男子 50歳以上1 234 飯田　恵夢 ｲｲﾀﾞ ﾒｸﾞﾑ 01:22:30北海道弾き語り2 259 鳥井　泰 ﾄﾘｲ ﾔｽｼ 01:22:54道マラソンク3 216 須藤　信章 ｽﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ 01:23:00タカハタ建設4 221 今井　知行 ｲﾏｲ ﾄﾓﾕｷ 01:23:05留萌自衛隊5 231 中山　秀則 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 01:23:156 205 水原　英俊 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 01:23:23みずっＣＨ7 257 大瀬　秀樹 ｵｵｾ ﾋﾃﾞｷ 01:26:08札幌エクセル8 219 中村　文俊 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾄｼ 01:26:46上富良野業務隊9 209 久保　博嗣 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 01:26:5810 253 高瀬　春行 ﾀｶｾ ﾊﾙﾕｷ 01:28:20北洋銀行11 237 柳瀬　英樹 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｷ 01:28:30西神楽お達者ｃ12 212 西野　康宏 ﾆｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 01:28:47斗南病院13 265 米澤　博史 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 01:28:53プリズン網走14 277 長谷川　公範 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ 01:29:09札幌山の上病院15 217 伊部　義之 ｲﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 01:29:4616 274 小野沢　司 ｵﾉｻﾞﾜ ﾂｶｻ 01:29:5617 281 小林　龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 01:31:44ＦＲＵＮ18 244 鎌田　英人 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 01:32:1719 201 山本　健 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 01:32:38釧路陸協20 251 渡辺　博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 01:32:59羽幌町役場ＲＣ21 290 遠藤　和之 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 01:33:36マサシナイトR22 210 武田　弘毅 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 01:33:4023 213 大柳　智裕 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 01:34:03旭北３９ＲＣ24 214 片桐　史人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾌﾐﾋﾄ 01:38:23上原ネーム25 211 石黒　啓司 ｲｼｸﾛ ｹｲｼﾞ 01:38:37楽走４１２旭川26 203 早川　哲也 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 01:38:3827 236 稲葉　仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 01:38:4628 241 鬼頭　智 ｷﾄｳ ｻﾄﾙ 01:40:04わっさむＡＣ29 273 村井　和夫 ﾑﾗｲ ｶｽﾞｵ 01:40:11ＮＴＴアカシア30 247 鎌田　清孝 ｶﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 01:40:19ビバニーベル31 288 梶沼　勉 ｶｼﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 01:41:1632 287 森田　敏明 ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ 01:41:31ノースウインド33 246 中山　雄一 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 01:42:33旭川永山34 256 寺岡　利秋 ﾃﾗｵｶ ﾄｼｱｷ 01:42:3835 278 後藤　義博 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 01:44:50キャラサラ36 291 破入　正名 ﾊﾆｭｳ ﾏｻﾅ 01:45:00Ｒｺﾝｾﾌﾟﾄ37 227 中山　光弘 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 01:45:1438 222 遠藤　功 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ 01:45:4439 232 原田　陽 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 01:46:19林産試験場40 282 小原　茂則 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 01:46:22雅司ナイトラン41 266 大友　俊一 ｵｵﾄﾓ ｼｭﾝｲﾁ 01:46:2942 224 川田　仁 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 01:46:54三建設備工業43 225 井沢　明正 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾏｻ 01:47:1044 271 増谷　拓哉 ﾏｽﾀﾆ ﾀｸﾔ 01:48:33ＪＡ北ひびき45 276 湯浅　芳和 ﾕｱｻ ﾖｼｶｽﾞ 01:48:50滝川ビアーズ46 215 玉井　利一 ﾀﾏｲ ﾄｼｶｽﾞ 01:48:52旭陽電機47 264 荒木地　剛 ｱﾗｷﾁ ﾂﾖｼ 01:49:12安全ブレーキ48 208 佐藤　方亮 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 01:50:2249 240 千葉　昌之 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 01:51:21永山西50 229 児玉　哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 01:51:43print :2022/05/03 13:37:14 4/30 ページTimed by　アイサム



第70回 なよろ憲法記念ハーフマラソン 2022/05/03順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブハーフ一般男子 50歳以上51 263 喜多　美仁 ｷﾀ ﾖｼﾋﾄ 01:52:33雅司ナイトラン52 285 村野　慎一 ﾑﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 01:52:37雅司ナイトラン53 252 田中　宏尚 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋｻ 01:53:33楽走４１２旭川54 202 尾藤　和良 ﾋﾞﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 01:55:2955 258 柳川　伸幸 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 01:55:59遠軽厚生ＲＣ56 238 舘岡　一芳 ﾀﾃｵｶ ｶｽﾞﾖｼ 01:58:10名寄市立病院57 272 清水　伸一 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ 01:58:5058 239 大熊　洋一 ｵｵｸﾏ ﾖｳｲﾁ 01:59:3159 235 品川　知己 ｼﾅｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 02:00:1560 284 佐伯　敏行 ｻｴｷ ﾄｼﾕｷ 02:00:32北見はしろう会61 270 山本　幸儀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 02:01:26向陽台らん62 289 山口　司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｶｻ 02:02:01どうもなランナ63 280 小椋　久徳 ｵｸﾞﾗ ﾋｻﾉﾘ 02:02:28士別調剤薬局64 250 黒丸　鉄男 ｸﾛﾏﾙ ﾃﾂｵ 02:02:4465 260 村山　光男 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾂｵ 02:03:59ふらっちよ66 292 佐藤　達哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 02:04:43旭川つばさＬＯ67 269 坂野　伸治 ｻｶﾉ ｼﾝｼﾞ 02:05:06めめ68 262 野田　幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 02:05:4069 275 宮本　修一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 02:06:04札幌国際情報高70 223 尾方　憲一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 02:07:3671 286 岡部　謙一 02:08:0072 283 小川　和幸 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 02:09:1673 220 小山内　巧 ｵｻﾅｲ ﾀｸﾐ 02:15:5574 233 登立　光洋 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ﾐﾂﾋﾛ 02:22:43２Ｌ－１Ｍ－Ｅ75 228 景井　良孝 ｶｹﾞｲ ﾖｼﾀｶ 02:46:0576 218 松永　靖 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｼ 02:52:38十勝プロレス
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