
第27回恵庭クロスカントリースキー大会 2015/02/15
氏名 記録ゼッケン

10km 歩くスキー10km 歩くスキー10km 歩くスキー10km 歩くスキー

所属カナ7000 岩田 博明 01:33:17.9恵明中学校ｲﾜﾀ ﾋﾛｱｷ7001 亀山 誠司 01:13:10.2ｶﾒﾔﾏ ｾｲｼﾞ7002 荒木 勝昭 01:13:02.5ちとせＰＰＫｱﾗｷ ｶﾂｱｷ7003 小林 憲男 01:33:52.4ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ7004 大竹 健一 01:23:07.4白老歩くスキー同好会ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ7005 髙橋 義治 01:06:56.4ﾀｶﾊｼ ﾖｼｼﾞ7006 山本 修 01:06:57.8ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ7007 遠藤 亘 01:11:49.1ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ7009 櫛引 勝博 01:33:18.4ｸｼﾋﾞｷ ﾏｻﾋﾛ7010 福田 博亮 01:23:09.4白老歩くスキーﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ7011 天谷 道子 01:37:17.5オンザロードｱﾏﾔ ﾐﾁｺ7012 渡辺 英司 01:25:49.0ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ7013 竹田津 幸次 01:17:24.5ﾀｹﾀﾂﾞ ｺｳｼﾞ7016 久富 恵 01:35:02.0ｸﾄﾐ ﾒｸﾞﾐ7018 府金 正明 01:33:08.3ノーザンデポ（島松）ﾌｶﾞﾈ ﾏｻｱｷ7019 古川 一夫 02:22:19.2ノーザンデポ（島松）ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｵ7020 坂本 幸繁 01:41:10.0ノーザンデポ（島松）ｻｶﾓﾄ ﾕｷｼｹﾞ7021 青木 真由美 02:22:19.1ノーザンデポ（島松）ｱｵｷ ﾏﾕﾐ7022 山田 覺 01:35:38.2ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ7023 福本 昌司 01:41:53.8ノーザンデポ（島松）ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ7024 佐藤 豪一 01:06:38.7ノーザンデポ（島松）ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ7028 沼田 邦夫 01:16:05.7ﾇﾏﾀ ｸﾆｵ7029 橋本 功一 01:42:00.6ノーザンデポ（島松）ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ7030 岡崎 祐三 01:18:28.1ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ7031 三谷 明浩 01:00:56.5ノーザンデポ（島松）ﾐﾀﾆ ｱｷﾋﾛ7032 佐々木 英喜 02:04:36.6ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ7033 滝石 巧 01:15:45.7ﾀｷｲｼ ﾀｸﾐ7034 鎌田 航太郎 01:37:57.8松恵小学校ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ7035 笠井 香太朗 02:10:43.5松恵小学校ｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ7036 伊藤 大将 01:37:59.6松恵小学校ｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ7037 田代 浩明 01:49:23.2㈱モロオﾀｼﾛ ﾋﾛｱｷ7040 鈴木 育美 01:18:24.5モンスターズＸＣｽｽﾞｷ ｲｸﾐ7041 西 幸彦 01:15:40.9ﾆｼ ﾕｷﾋｺ7042 松井 裕之 01:05:24.8スコットﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ7043 若狭 雅則 01:43:30.6ﾜｶｻ ﾏｻﾉﾘ7044 松井 卓 01:32:45.3江別市文京台小学校ﾏﾂｲ ﾀｸ7045 桜井 考二 01:54:00.7ピーチャンクラブｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ7046 谷口 義明 01:25:59.9ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ7047 元脇 和彦 01:07:46.3ノーザンデポ（島松）ﾓﾄﾜｷ ｶｽﾞﾋｺ7048 水戸部 智和 01:03:25.4ノーザン・デポ（島松）ﾐﾄﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ7049 硯川 忍 01:21:08.1ノーザン・デポ（島松）ｽｽﾞﾘｶﾜ ｼﾉﾌﾞ7050 田村 恭子 01:53:11.1ノーザンアミーデポ（島松）ﾀﾑﾗ ｷｮｳｺ7051 薮田 正美 02:12:05.3ﾔﾌﾞﾀ ﾏｻﾐ7052 和田 淳 01:41:19.7くま太郎’Ｓﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ7053 清田 隆介 01:39:21.6ノーザンデポ島松ｷﾖﾀ ﾘｭｳｽｹ7054 鎌田 佳浩 01:20:49.5松恵ＲＣｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ7055 前田 篤男 01:12:17.7２２企画ﾏｴﾀﾞ ﾄｸｵ7057 佐藤 徹 01:15:29.7大滝ｻﾄｳ ﾄｵﾙ7058 千葉 純也 01:12:25.2丸久中央物産ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ7059 久保 正人 01:11:52.0ｸﾎﾞ ﾏｻﾄprinted:2015/02/15 11:30:04 #Name?Timed by　アイサム



第27回恵庭クロスカントリースキー大会 2015/02/15
氏名 記録ゼッケン

10km 歩くスキー10km 歩くスキー10km 歩くスキー10km 歩くスキー

所属カナ7060 古川 英伸 00:50:03.7千歳寿町内会ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ7061 太田 黎一 00:50:01.2有志健走会ｵｵﾀ ﾚｲｲﾁ7063 猪熊 秀樹 01:09:00.0ノーザンデポｲﾉｸﾏ ﾋﾃﾞｷ7064 才式 秀次 01:11:32.6ノーザンデポｻｲｼｷ ｼｭｳｼﾞ7065 松本 輝 01:21:10.4ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ7066 上川 正 02:54:27.8たかまつ屋ｶﾐｶﾜ ﾀﾀﾞｼ7068 横山 明人 02:03:33.5ノーザンデポﾖｺﾔﾏ ｱｷﾋﾄ7070 結城 美津子 02:22:21.8バーストナーﾕｳｷ ﾐﾂｺ7071 向井 正伸 01:19:01.7ﾑｶｲ ﾏｻﾉﾌﾞ7074 金谷 秀晴 01:08:38.9ＮＴＴインフラｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ7075 長田 英一郎 01:21:55.8ＮＡＭＩｵｻﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ7076 山頭 源太郎 01:20:55.1ＮＡＭＩﾔﾏｶﾞｼﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ7077 佐藤 大五郎 01:26:26.7ＮＡＭＩｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ7078 蒲原 昌也 01:17:44.5ＮＡＭＩｺﾏﾊﾗ ﾏｻﾔ7081 谷田 悠介 02:04:15.8ＮＡＭＩﾀﾆﾀﾞ ﾕｳｽｹ7082 遠藤 憲仁 01:47:52.3ＮＡＭＩｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾋﾄ7083 横井 信人 02:14:54.8ＮＡＭＩﾖｺｲ ﾉﾌﾞﾋﾄ7084 長野 隆志 01:37:42.3ＮＡＭＩﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼ7085 加藤 武史 01:28:35.5ＮＡＭＩｶﾄｳ ﾀｹｼ7086 堂 和幸 02:06:26.0ＮＡＭＩﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ7087 梅田 雅紀 01:36:25.3ＮＡＭＩｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ7088 中村 徹 01:40:15.1ＮＡＭＩﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ7089 佐々木 康 01:39:17.5デポシママツｻｻｷ ﾔｽｼ7090 高畑 浩之 01:14:23.2ＮＢＫﾀｶﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ7091 髙橋 秀洋 01:17:28.9ノーザンデポ（島松）ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ7092 田中 誠一郎 01:37:30.3ノーザンデポ（島松）ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ7093 北野 雅也 01:41:01.4ｷﾀﾉ ﾏｻﾔ7094 長澤 紳介 02:30:40.3チーム島松ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ7095 木村 丈夫 01:37:11.8ｷﾑﾗ ﾀｹｵ7096 佐藤 一治 02:46:24.1ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊﾙ7097 大塚 洋亨 01:30:11.1ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ7099 加藤 久美子 01:44:12.8山久会ｶﾄｳ ｸﾐｺ7100 石田 光汰 01:44:13.2山久会ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ7101 石田 まり 01:44:13.4山久会ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ7102 浅田 善英 02:10:48.2ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ7138 佐藤 邦昌 01:17:53.0ｻﾄｳ ｸﾆﾏｻ7139 鈴木 智代美 01:17:29.8ｽｽﾞｷ ﾁﾖﾐ7140 鈴木 康大 01:25:35.4ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ7141 渡部 敏彦 02:14:06.4苫小牧歩くスキーの会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ7142 山下 義教 01:20:29.5ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾘ7143 石崎 隆士 02:12:31.2ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｼ7144 上川 圭子 02:53:56.9ｶﾐｶﾜ ｹｲｺ7145 森 あずさ 03:38:21.4ﾓﾘ ｱｽﾞｻ7146 宮崎 秀樹 01:20:28.8ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ7147 久保田 隼人 01:38:39.3ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ7150 山岸 淳 01:40:05.8ﾔﾏｷﾞｼ ｷﾖｼ
printed:2015/02/15 11:30:04 #Name?Timed by　アイサム


