
第28回恵庭クロスカントリースキー大会 2016/02/21

氏名 記録ゼッケン

6A：3km 歩くスキー

所属カナ

3000 斉藤 久美子 00:26:23.3新十津川ＲＣｻｲﾄｳ ｸﾐｺ

3001 浅田 静佳 00:36:06.8ｱｻﾀﾞ ｼｽﾞｶ

3002 浅田 傑 00:36:06.9松恵小学校ｱｻﾀﾞ ｽｸﾞﾙ

3003 江刺 恵美 00:59:28.3ｴｻｼ ｴﾐ

3006 柴山 知樹 00:26:37.2ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ

3007 藤井 康子 00:33:24.7チーム　オリゴノールﾌｼﾞｲ ﾔｽｺ

3008 下牧 恵美里 00:33:52.7ｼﾓﾏｷ ｴﾐﾘ

3009 桜井 考二 00:32:15.8ピーチャンクラブｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ

3010 坂本 和利 00:28:35.6ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ

3011 田原 和也 00:32:27.0“サッポロビール”ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

3012 増渕 隆昭 00:24:47.9“サッポロビール”ﾏｽﾌﾞﾁ ﾀｶｱｷ

3013 中川 伸幸 00:22:22.0“サッポロビール”ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

3014 米倉 正貴 00:22:08.6“サッポロビール”ﾖﾈｸﾗ ﾏｻｷ

3015 竹内 崇 00:34:49.5“サッポロビール”ﾀｹｳﾁ ｼｭｳ

3016 中田 義也 00:24:21.9“サッポロビール”ﾅｶﾀ ﾖｼﾔ

3017 臼杵 幹朗 00:24:19.6“サッポロビール”ｳｽｷ ﾐｷｵ

3018 木村 亮太 00:21:38.3“サッポロビール”ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

3019 川除 佑太 00:25:16.1“サッポロビール”ｶﾜﾖｹ ﾕｳﾀ

3020 法邑 慎太郎 00:24:17.3“サッポロビール”ﾎｳﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

3021 菅原 康平 00:49:42.3“サッポロビール”ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ

3022 渡辺 理成 00:30:03.8“サッポロビール”ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ

3024 吉村 透 00:24:39.1“サッポロビール”ﾖｼﾑﾗ ﾄｵﾙ

3025 有友 亮太 00:24:24.7“サッポロビール”ｱﾘﾄﾓ ﾘｮｳﾀ

3026 山根 裕子 00:22:32.4“サッポロビール”ﾔﾏﾈ ﾕｳｺ

3027 高橋 智 00:23:53.0“サッポロビール”ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

3028 高木 奈穂 00:59:29.1ﾀｶｷﾞ ﾅﾎ

3029 木村 佐智子 01:25:51.5ｷﾑﾗ ｻﾁｺ

3030 数井 雅之 00:30:14.3歌志内中学校ｶｽﾞｲ ﾏｻﾕｷ

3031 山本 陽 00:29:55.6北海道補給処ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳ

3032 三浦 菜月 00:23:09.4恵庭ＴＡＣﾐｳﾗ ﾅﾂｷ

3033 三浦 健輔 00:22:22.3恵庭ＴＡＣﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ

3034 雨森 壮太 00:40:22.4松恵小学校ｱﾒﾓﾘ ｿｳﾀ

3035 井上 碧月 00:32:09.7松恵小学校ｲﾉｳｴ ｱﾂﾞｷ

3036 今野 由愛 00:47:39.0松恵小学校ｺﾝﾉ ﾕﾅ

3037 権守 祐奈 00:36:40.6松恵小学校ｺﾞﾝﾓﾘ ﾕﾅ

3038 柴山 柚葉 00:36:34.4松恵小学校ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ

3039 鈴木 一識 00:28:48.2松恵小学校ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｻﾄ

3040 安田 藍人 00:41:54.5松恵小学校ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾄ

3041 浅利 一勇衣 00:35:55.5松恵小学校ｱｻﾘ ﾋｭｳｲ

3042 境 春実 00:36:35.0松恵小学校ｻｶｲ ﾊﾙﾐ

3043 笠井 誠志朗 00:26:37.1松恵小学校ｶｻｲ ｾｲｼﾛｳ

3044 秋本 茉名 00:28:56.7松恵小学校ｱｷﾓﾄ ﾏﾅ

3045 雨森 萌夏 00:28:08.6松恵小学校ｱﾒﾓﾘ ﾓｴｶ

3046 笠井 優凜 00:27:54.7松恵小学校ｶｻｲ ﾕｳﾘ

3048 村田 麻衣 00:47:41.8松恵小学校ﾑﾗﾀ ﾏｲ

3050 福島 渺子 00:31:55.9白老歩くスキーﾌｸｼﾏ ﾋﾛｺ

3051 工藤 翔大 00:22:34.9恵庭ＴＡＣｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

3052 工藤 輝大 00:28:08.4恵庭ＴＡＣｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ

3053 北野 征機 00:34:25.5ｷﾀﾉ ｾｲｷ

3055 成田 侑生 00:27:59.9恵庭ＴＡＣﾅﾘﾀ ﾕｳｷ
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3056 成田 琉慎 00:28:03.2恵庭ＴＡＣﾅﾘﾀ ﾘｭｳｼﾝ

3057 川内谷 洸 00:25:23.2恵庭ＴＡＣｶﾜｳﾁﾔ ｺｳ

3058 川内谷 鎌 00:27:59.8恵庭ＴＡＣｶﾜｳﾁﾔ ﾚﾝ

3059 亀山 颯太 00:25:23.8恵庭ＴＡＣｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ

3061 太田 一歩 00:36:40.0松恵小学校ｵｵﾀ ｶｽﾞﾎ

3062 松岡 広樹 00:36:15.8ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ

3063 松岡 蓮 00:28:52.1ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ

3064 平野 勝之 00:24:00.1北海道補給処ﾋﾗﾉ ｶﾂﾕｷ

3065 櫻井 俊弘 00:30:16.3北海道補給処ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋﾛ

3066 野田 岳 00:21:45.7北海道補給処ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ

3067 濱谷 秀明 00:26:10.9北海道補給処ﾊﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ

3068 鈴木 寿 00:59:26.2ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ

3069 木村 淳 00:22:38.8木村ファミリーｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

3070 木村 康佑 00:22:36.3木村ファミリーｷﾑﾗ ｺｳｽｹ

3071 所 正代 00:33:39.7ﾄｺﾛ ﾏｻﾖ

3072 所 美里 00:28:29.1ﾄｺﾛ ﾐｻﾄ

3073 平川 亜希子 00:33:55.8ノーザンデポﾋﾗｶﾜ ｱｷｺ

3074 久木元 仁 00:35:30.8北処装計ｸｷﾓﾄ ﾋﾄｼ

3075 最上 順正 00:29:25.9ﾓｶﾞﾐ ﾄｼﾏｻ

3076 最上 尋史 00:28:32.6ﾓｶﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ

3077 川島 璃葉 00:33:54.6ノーザンデポ（島松）ｶﾜｼﾏ ﾘﾖ

3078 笹田 麻衣 00:28:12.9ノーザンデポｻｻﾀﾞ ﾏｲ

3079 阿保 忠行 00:19:08.9ノーザンデポｱﾎﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ

3080 熊谷 朱里 00:27:14.6ノーザンデポｸﾏｶﾞｲ ｱｶﾘ

3081 棟方 桜 00:27:15.2ノーザンデポﾑﾈｶﾀ ｻｸﾗ

3082 寺田 康平 00:22:45.9ノーザンデポﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ

3083 厨子 恵一 00:30:28.4ノーザンデポｽﾞｼ ｹｲｲﾁ

3084 矢内 朋華 00:26:16.3ﾔｳﾁ ﾄﾓｶ

3086 五十嵐 香織 00:23:49.0ｲｶﾞﾗｼ ｶｵﾘ

3087 渡辺 信晃 00:12:12.4ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

3089 大野 昭子 00:29:43.3ｵｵﾉ ｱｷｺ

3090 大野 宇樹 00:29:34.1ｵｵﾉ ｲｴｷ

3091 松澤 考治 00:20:55.9ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ

3092 松澤 虎汰郎 00:20:54.9ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾛｳ

3094 太田 正昭 00:36:20.9調会部ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ

3095 栗林 俊郎 00:36:19.3調会部ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾛｳ

3096 酒井 由香 00:33:54.9ｻｶｲ ﾕｶ

3097 黒河 郁実 00:25:45.5ｸﾛｶﾜ ｲｸﾐ

3098 橋田 大暉 00:24:35.1調会部ﾊｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

3099 本元 里沙 00:27:54.8松恵小学校ﾎﾝﾓﾄ ﾘｻ

3100 吉田 稔 00:36:40.1松恵小学校ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ

3101 吉田 真悠 00:27:54.8松恵小学校ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ

3102 髙橋 響 00:32:42.4松恵小学校ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ

3103 冨田 和希 00:30:12.1ＣＡＮﾄﾐﾀ ﾔｽｷ

3104 高橋 望 00:48:00.9ＣＡＮﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ

3105 岡田 智憲 00:36:00.0ＣＡＮｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ

3106 上原 朝紀 00:18:51.6ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ

3107 上原 紳之祐 00:18:49.6ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ

3108 佐々木 麻衣子 00:29:20.5ｻｻｷ ﾏｲｺ

3109 佐々木 悠真 00:29:14.4ｻｻｷ ﾕｳﾏ
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3110 内藤 雪乃 00:33:53.2ﾅｲﾄｳ ﾕｷﾉ

3111 竹下 美紗冬 00:25:57.1ﾀｹｼﾀ ﾐｻﾄ

3112 櫻井 信行 00:28:27.3白老歩くスキーｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

3113 櫻井 恵子 00:31:55.0白老歩くスキーｻｸﾗｲ ｹｲｺ
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