
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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

所属カナ3000 大竹 秀一 00:33:11.8ｵｵﾀｹ ｼｭｳｲﾁ3001 西澤 一彦 00:38:02.4ノーザンデポﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ3002 鳥海 和子 00:36:55.5厚真歩くスキー協会ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞｺ3003 佐々木 南 00:38:20.2恵庭ＴＡＣｻｻｷ ﾐﾅﾐ3004 小川 みのり 00:47:41.2ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ3005 豊田 将誠 00:27:38.3恵庭ＴＡＣﾄﾖﾀ ｼｮｳﾏ3006 成田 琉慎 00:28:58.2恵庭ＴＡＣﾅﾘﾀ ﾘｭｳｼﾝ3007 成田 侑生 00:30:56.0恵庭ＴＡＣﾅﾘﾀ ﾕｳｷ3008 工藤 輝大 00:28:41.5恵庭ＴＡＣｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ3009 工藤 翔大 00:28:40.1恵庭ＴＡＣｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ3010 蓮池 武士 00:56:00.9恵庭歩くスキークラブﾊｽｲｹ ﾀｹｼ3011 田原 和也 00:33:17.6“サッポロビール”ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ3012 潮井 徹 00:26:50.1“サッポロビール”ｼｵｲ ﾄｵﾙ3013 堀田 隼郎 00:30:44.2“サッポロビール”ﾎｯﾀ  ｼｭﾝﾛｳ3014 中川 伸幸 00:23:49.5“サッポロビール”ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ3015 中田 義也 00:26:39.3“サッポロビール”ﾅｶﾀ ﾖｼﾔ3016 臼杵 幹朗 00:26:46.2“サッポロビール”ｳｽｷ ﾐｷｵ3017 有友 亮太 00:30:00.2“サッポロビール”ｱﾘﾄﾓ ﾘｮｳﾀ3018 山根 裕子 00:28:02.8“サッポロビール”ﾔﾏﾈ ﾕｳｺ3019 高橋 智 00:27:36.2“サッポロビール”ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ3020 髙橋 秀人 00:36:53.5恵庭市教頭会ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ3021 大森 麻衣 00:31:14.8松恵小学校ｵｵﾓﾘ ﾏｲ3022 村上 恵太郎 01:01:02.8松恵小学校ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀﾛｳ3023 津﨑 青空 00:55:04.7松恵小学校ﾂｻﾞｷ ｿﾗ3024 安田 悠人 00:25:33.5松恵小学校ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ3025 宍戸 裕一 00:31:25.3松恵小学校ｼｼﾄﾞ ﾕｳｲﾁ3026 橋本 至 00:29:55.0松恵小学校ﾊｼﾓﾄ ｲﾀﾙ3027 雨森 萌夏 00:31:33.0松恵小学校ｱﾒﾓﾘ ﾓｴｶ3028 三宅 夢果 00:30:09.7松恵小学校ﾐﾔｹ ﾕﾒｶ3029 大竹 彩心 00:33:12.2松恵小学校ｵｵﾀｹ ｱｺ3030 笠井 優凜 00:33:07.9松恵小学校ｶｻｲ ﾕｳﾘ3031 太田 一歩 01:01:03.4松恵小学校ｵｵﾀ ｶｽﾞﾎ3032 笠井 誠志朗 00:33:15.2松恵小学校ｶｻｲ ｾｲｼﾛｳ3033 松川 はぐ 01:02:20.6松恵小学校ﾏﾂｶﾜ ﾊｸﾞ3034 本保 実花 00:45:21.3松恵小学校ﾎﾝﾎﾞ ﾐｶ3035 吉田 稔 01:01:04.0松恵小学校ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ3036 髙橋 響 00:33:45.5松恵小学校ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ3037 吉田 真悠 00:33:05.0松恵小学校ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ3038 本元 里沙 00:33:05.7松恵小学校ﾎﾝﾓﾄ ﾘｻ3039 太田 茉侑 00:29:37.7松恵小学校ｵｵﾀ ﾏｳ3040 大竹 史乃 00:27:38.8松恵小学校ｵｵﾀｹ ｼﾉ3041 伊藤 愛紘 00:49:01.0松恵小学校ｲﾄｳ ﾏﾋﾛ3042 三宅 凌雅 00:31:07.0松恵小学校ﾐﾔｹ ﾘｮｳｶﾞ3043 木立 謡 00:49:03.7松恵小学校ｷﾀﾞﾁ ｳﾀ3044 江刺 花 00:32:57.2松恵小学校ｴｻｼ ﾊﾅ3045 笹川 紗希 00:26:42.7松恵小学校ｻｻｶﾜ ｻｷ3046 江刺 明 00:34:09.1松恵小学校ｴｻｼ ﾒｲ3047 境 春実 00:49:08.7松恵小学校ｻｶｲ ﾊﾙﾐ3048 近藤 啓二 00:25:14.0ＣＡＮｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾂｸﾞ3049 平井 眞一郎 00:33:11.7ＣＡＮﾋﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳprinted:2015/02/15 11:28:21 1/2 ページ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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

所属カナ3050 冨田 和希 00:33:54.8ＣＡＮﾄﾐﾀ ｶｽﾞｷ3051 市野 雅彦 00:29:00.0ＣＡＮｲﾁﾉ ﾏｻﾋｺ3052 磯村 遼太郎 00:33:38.6ＣＡＮｲｿﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ3054 福島 幸作 00:54:22.3白老歩くスキーﾌｸｼﾏ ｺｳｻｸ3055 福島 渺子 00:38:38.5白老歩くスキーﾌｸｼﾏ ﾋﾛｺ3056 本保 智美 00:45:21.5ﾎﾝﾎﾞ ﾄﾓﾐ3057 高木 奈穂 01:01:30.0ﾀｶｷﾞ ﾅﾎ3058 津﨑 美帆 00:55:04.9ﾂｻﾞｷ ﾐﾎ3059 斉藤 久美子 00:30:53.5新十津川ＲＣｻｲﾄｳ ｸﾐｺ3060 柏谷 晃 00:34:13.9えこりん村ｶｼﾜﾔ ｱｷﾗ3062 坂元 政博 00:35:21.8ノーザンデポｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ3063 工藤 恵梨子 01:37:52.2ノーザンデポ（島松）ｸﾄﾞｳ ｴﾘｺ3064 清水 直樹 00:44:11.1ノーザンデポｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ3065 木村 淳 01:00:56.4木村ファミリーｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ3066 中野 史之 00:38:52.7ノーザンデポﾅｶﾉ ﾌﾐﾕｷ3067 佐々木 麻衣子 00:25:48.4ｻｻｷ ﾏｲｺ3068 木村 康佑 01:00:53.8木村ファミリーｷﾑﾗ ｺｳｽｹ3069 佐々木 大和 00:23:08.3南幌小学校ｻｻｷ ﾔﾏﾄ3071 江刺 恵美 01:01:30.3ｴｻｼ ｴﾐ3072 七尾 香里 00:28:29.8ノーザンデポ（島松）ﾅﾅｵ ｶｵﾘ3074 工藤 小太郎 01:37:53.4ｸﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ3075 藤井 康子 00:30:14.1ﾌｼﾞｲ ﾔｽｺ3076 太田 浩司 00:28:05.2ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ3077 稲垣 滋 01:02:21.0ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ3078 石川 正信 00:23:23.1ノーザンデポ（島松）ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ3079 風間 敏明 00:44:42.8ｶｻﾞﾏ ﾄｼｱｷ3081 川内谷 鎌 00:28:34.3恵庭ＴＡＣｶﾜｳﾁﾔ ﾚﾝ3082 川内谷 洸 00:27:05.7恵庭ＴＡＣｶﾜｳﾁﾔ ｺｳ3083 亀山 颯太 00:26:51.5恵庭ＴＡＣｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ3084 山下 裕美子 00:33:52.2ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ3085 三浦 健輔 00:24:03.8恵庭ＴＡＣﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ3086 三浦 駿輔 00:27:24.4恵庭ＴＡＣﾐｳﾗ ｼｭﾝｽｹ3087 三浦 菜月 00:25:52.3恵庭ＴＡＣﾐｳﾗ ﾅﾂｷ3088 林田 圭佑 00:28:51.0ノーザンデポﾊﾔｼﾀﾞ ｹｲｽｹ3089 高田 康平 00:33:53.9ノーザンデポﾀｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ3090 奥田 亮 00:31:21.5ノーザンデポｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ3091 本田 明 00:28:14.7ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ3092 櫻井 恵子 00:35:13.8白老歩くスキーｻｸﾗｲ ｹｲｺ
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