
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

5km 歩くスキー5km 歩くスキー5km 歩くスキー5km 歩くスキー

所属カナ5000 谷井 昌輝 00:42:14.5恵庭歩くスキークラブﾀﾆｲ ﾏｻﾃﾙ5001 村田 泰治 01:01:05.0恵庭歩くスキークラブﾑﾗﾀ ﾀｲｼﾞ5002 島津 悟 00:53:26.8恵庭歩くスキークラブｼﾏｽﾞ ｻﾄﾙ5003 両瀬 次男 00:51:44.4恵庭歩くスキーﾘｮｳｾ ﾂｷﾞｵ5004 竹田 稔 00:52:32.7フリーﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ5005 武石 昭治 00:33:12.4恵み野歩くスキーﾀｹｲｼ ｼｮｳｼﾞ5006 竹中 輝男 00:45:58.7ﾀｹﾅｶ ﾃﾙｵ5007 鈴木 泰 00:46:40.1すずき眼科ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ5008 川口 千春 00:35:25.7様似スキー協会ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ5009 大久保 秀逸 00:40:57.2ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｲﾂ5010 松本 博樹 00:43:33.6恵庭市体育協会ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ5011 冨樫 鐡治 00:35:16.0恵庭友会ﾄｶﾞｼ ﾃﾂｼﾞ5012 織田 和明 00:48:08.7ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ5013 佐久間 明光 00:41:25.3ｻｸﾏ ｱｹﾐﾂ5014 坪田 栄五郎 00:59:49.0ﾂﾎﾞﾀ ｴｲｺﾞﾛｳ5015 山下 かつこ 00:59:48.9ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｺ5016 菅原 生巳男 00:49:49.0恵庭歩くスキースラブｽｶﾞﾜﾗ ｷﾐｵ5017 岩崎 泰夫 00:52:58.9ｲﾜｻｷ ﾔｽｵ5018 佐藤 典三 00:43:48.2ｻﾄｳ ﾃﾝｿﾞｳ5019 岡 樹基 00:54:53.4ノーザンデポ（早来）ｵｶ ﾓﾄｷ5020 浅井 敬次郎 00:42:45.6ノーザンデポ（早来）ｱｻｲ ｹｲｼﾞﾛｳ5021 長尾 廣美 00:46:59.3ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ5022 安彦 正幸 00:32:02.3ノーザンデポ（島松）ｱﾋﾞｺ ﾏｻﾕｷ5023 谷口 彰 00:42:35.4アサヒカイゴﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ5024 原田 良治 00:57:54.2ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ5025 原田 裕子 00:53:35.3ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ5026 渡部 拓馬 00:39:18.4ノーザンデポ島松ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ5027 出崎 浩一 00:26:58.4ノーザンデポ（島松）ﾃﾞｻｷ ｺｳｲﾁ5028 錦古里 知樹 00:48:24.2ﾆｼｺﾘ ﾄﾓｷ5029 数井 雅之 01:00:39.8恵庭市教頭会ｶｽﾞｲ ﾏｻﾕｷ5030 山内 利貴 00:42:07.3ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾀｶ5031 中川 淳一 00:44:45.2恵庭市教育委員会ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ5032 杉本 敏夫 00:46:55.8ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｵ5033 前田 なみ子 00:38:10.4ﾏｴﾀﾞ ﾅﾐｺ5034 橋爪 好伸 00:56:16.5苫小牧歩くスキーの会ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼﾉﾌﾞ5035 井山 隆二 00:54:15.8ノーザンデポ（島松）ｲﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ5036 髙橋 司 00:22:57.7ノーザンデポ（島松）ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ5037 髙村 武仁 01:01:43.9ちとせＰ・Ｐ・Ｋﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ5038 穂積 邦彦 00:36:53.2ﾎﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ5039 柴田 利男 00:48:22.0ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ5040 柴田 美津子 00:53:02.8ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｺ5041 中野 清正 00:43:04.3ﾅｶﾉ ｷﾖﾀﾀﾞ5042 日下部 賢治 00:52:26.4ｸｻｶﾍﾞ ｹﾝｼﾞ5043 髙橋 正夫 00:31:52.2チームオリゴノールﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ5044 石橋 敬一 00:47:35.8厚真歩くスキーｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｶｽﾞ5046 中川 勝博 00:38:45.0ノーザンデポ（島松）ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ5047 工藤 陽一 01:01:08.6恵庭歩くスキークラブｸﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ5048 渡辺 剛 00:58:58.3恵庭走友会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ5049 松田 和範 00:38:25.4ノーザンデポ（島松）ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ5050 平山 道男 01:01:32.8白老歩くスキー同好会ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾁｵprinted:2015/02/15 11:29:29 #Name?Timed by　アイサム
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所属カナ5051 鈴木 寿 01:26:19.3ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ5052 向江村 進 00:45:02.6ﾑｶｴﾑﾗ ｽｽﾑ5053 高橋 洋二 00:28:35.2チームＤＮＸﾀｶﾊｼ ﾖｳｼﾞ5054 廣瀬 雄太 00:42:29.4松恵小学校ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ5055 高橋 勇輝 00:42:51.9松恵小学校ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ5056 本保 森魚 00:40:26.6松恵小学校ﾎﾝﾎﾞ ﾓﾘｵ5057 宍戸 萌恵 00:48:42.1松恵小学校ｼｼﾄﾞ ﾓｴ5058 松川 にこ 00:46:55.2松恵小学校ﾏﾂｶﾜ ﾆｺ5059 境 洋司 00:54:55.4松恵小学校ｻｶｲ ﾖｳｼﾞ5060 浅田 誉 00:49:36.6松恵小学校ｱｻﾀﾞ ﾎﾏﾚ5061 津﨑 太陽 00:49:36.8松恵小学校ﾂｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ5062 高木 龍輝 00:56:00.9松恵小学校ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｷ5063 吉田 夕希菜 01:06:27.7松恵小学校ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾅ5064 道言 ヱミ子 00:52:38.8ﾄﾞｳｺﾞﾝ ｴﾐｺ5065 杉山 勝登志 00:41:40.0様似スキー協会ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾄｼ5066 梅根 悟嗣 00:42:26.1松恵小学校ｳﾒﾈ ｻﾄﾂｸﾞ5067 髙橋 雅晴 00:39:54.3ノーザンデポ（島松）ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ5068 柳谷 達博 00:56:24.2ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀﾂﾋﾛ5069 菊池 行夫 00:43:30.7倶知安歩くスキーｷｸﾁ ﾕｷｵ5070 菊池 巖 00:49:59.8ｷｸﾁ ｲﾜｵ5071 森川 達朗 00:52:46.4ノーザン・デポ（島松）ﾓﾘｶﾜ ﾀﾂﾛｳ5072 伊藤 嘉雄 01:00:42.4札幌陸協ｲﾄｳ ﾖｼｵ5073 植田 みゆき 00:43:36.3ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ5074 清水 篤志 01:01:41.4ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ5075 清水 悦子 01:00:32.7ｼﾐｽﾞ ｴﾂｺ5077 髙橋 孝次 00:56:22.3ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ5079 根岸 尚志 00:48:42.2ﾈｷﾞｼ ﾀｶｼ5080 櫻井 信行 00:46:44.9白老歩くスキーｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ5082 日野 大輔 00:30:13.0ノーザンデポﾋﾉ ﾀﾞｲｽｹ5083 五日市 忠義 00:43:38.7ノーザンデポｲﾂｶｲﾁｼ ﾀﾀﾞﾖｼ5084 小田原 良江 00:59:02.0ｵﾀﾞﾜﾗ ﾖｼｴ5085 高柳 政文 00:55:35.8ノーザンデポﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾌﾐ5086 鶴町 武 00:58:30.0ノーザンデポﾂﾙﾏﾁ ﾀｹｼ5087 千葉 邦子 00:49:19.6苫小牧気分走会ﾁﾊﾞ ｸﾆｺ5088 本保 誠 00:33:44.7ﾎﾝﾎﾞ ﾏｺﾄ5089 尾張 邦彦 00:39:39.5ｵﾊﾘ ｸﾆﾋｺ5090 宮本 幸一 00:41:49.5ノーザンデポ（島松）ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ5091 城 浩起 00:48:50.4ノーザンデポ（島松）ｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ5092 堀田 秀成 00:44:11.6ﾎｯﾀ ｼｭｳｾｲ5093 若林 勝正 00:44:16.8ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾏｻ5094 坂本 和利 00:49:15.2ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ5095 伊藤 傑 00:43:01.9ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ5096 疋田 一雄 00:56:05.9ﾋｷﾀ ｶｽﾞｵ5099 三木 英博 00:47:42.3ﾐｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ5100 辻 誠三郎 00:46:56.1恵庭走友会ﾂｼﾞ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ5101 佐藤 直己 00:33:46.6恵庭中学校ｻﾄｳ ﾅｵｷ5102 山村 健史 00:41:52.6恵庭市教頭会ﾔﾏﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ5103 後藤 博 01:06:24.2ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ5104 藤井 創 00:32:54.8チーム　オリゴノールﾌｼﾞｲ ﾊｼﾞﾒ5105 丸山 泰生 00:40:26.2ノーザンデポ（島松）ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽｵprinted:2015/02/15 11:29:30 #Name?Timed by　アイサム
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所属カナ5106 出口 大揮 00:52:06.1ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｲｷ5107 横石 洸稀 00:40:05.1ﾖｺｲｼ ｺｳｷ5108 佐藤 宏美 00:44:12.3ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ5109 佐藤 陽子 00:55:06.7ｻﾄｳ ﾖｳｺ5110 藤井 奉一 00:57:08.4ノーザンデポ（島松）ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｶｽﾞ5111 藤原 由美子 00:52:54.8ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ5112 藤原 康宏 00:44:47.7ｽｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ5113 佐々木 邦幸 00:52:18.8ｻｻｷ ｸﾆﾕｷ5114 山口 里美 01:01:10.4ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ5115 朝日 留吉 00:50:23.0ｱｻﾋ ﾄﾒｷﾁ5116 髙橋 敏幸 00:44:20.0ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ5117 竹田 武 01:06:31.5ﾀｹﾀﾞ ﾀｹｼ5118 柴﨑 亜友美 01:04:53.6ｼﾊﾞｻﾞｷ ｱﾕﾐ5119 小野寺 隼人 00:52:28.6ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾔﾄ5120 本間 博道 00:26:49.0ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾐﾁ5121 末岡 美和 00:50:38.5小樽走ろう会ｽｴｵｶ ﾐﾜ7103 奥澤 完偉 00:40:07.0恵庭リトルシニアｵｸｻﾞﾜ ｶﾝｲ7105 佐藤 悠津樹 00:33:10.5恵庭リトルシニアｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ7106 佐野 秀汰 00:28:54.7恵庭リトルシニアｻﾉ ｼｭｳﾀ7108 寺川 隆吾 00:28:55.9恵庭リトルシニアﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳｺﾞ7109 庭山 友希 00:41:43.3恵庭リトルシニアﾆﾜﾔﾏ ﾕｳｷ7110 林 佑樹 00:40:07.0恵庭リトルシニアﾊﾔｼ ﾕｳｷ7111 福田 卓真 00:30:55.4恵庭リトルシニアﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ7112 村田 圭哉 00:27:47.8恵庭リトルシニアﾑﾗﾀ ｹｲﾔ7113 吉田 道 00:32:00.5恵庭リトルシニアﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ7114 伊藤 蓮 00:35:08.6恵庭リトルシニアｲﾄｳ ﾚﾝ7115 秋野 翔大 00:35:17.3恵庭リトルシニアｱｷﾉ ｼｮｳﾀ7116 斉藤 竜馬 00:46:45.1恵庭リトルシニアｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ7117 石山 拓弥 00:46:46.1恵庭リトルシニアｲｼﾔﾏ ﾀｸﾔ7120 遠藤 誠大 00:43:23.8恵庭リトルシニアｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾀ7122 前崎 大智 00:46:52.1恵庭リトルシニアﾏｴｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ7123 小向 雄大 00:43:19.3恵庭リトルシニアｺﾑｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ7124 渡辺 康介 00:51:36.7恵庭リトルシニアﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ7125 小川 亨 00:39:03.1恵庭リトルシニアｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ7126 清藤 稜也 00:35:31.7恵庭リトルシニアｷﾖﾌｼﾞ ﾘｮｳﾔ7127 籬 智介 00:40:47.0恵庭リトルシニアﾏｶﾞｷ ﾄﾓｽｹ7128 奥澤 仙達 00:36:55.7恵庭リトルシニアｵｸｻﾜ ｾﾝﾀﾂ7129 鵜野 竜乃介 01:04:36.5恵庭リトルシニアｳﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ7130 宇野 息吹 00:54:15.3恵庭リトルシニアｳﾉ ｲﾌﾞｷ7131 石井 良依 00:54:13.5恵庭リトルシニアｲｼｲ ﾗｲ7133 中島 大翔 00:40:36.7恵庭リトルシニアﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ7134 前崎 柊斗 00:54:34.1恵庭リトルシニアﾏｴｻﾞｷ ｼｭｳﾄ7135 牧野 拓人 01:03:46.6恵庭リトルシニアﾏｷﾉ ﾀｸﾄ7136 笹原 一馬 00:34:58.6恵庭リトルシニアｻｻﾊﾗ ｶｽﾞﾏ7148 工藤 凌 00:40:46.8恵庭リトルシニアｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ7149 佐藤 巧望 00:35:03.7恵庭リトルシニアｻﾄｳ ﾀｸﾐ7151 西野 隼人 00:47:20.4恵庭リトルシニアﾆｼﾉ ﾊﾔﾄ
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