
第30回記念恵庭クロスカントリースキー大会 2018/02/18
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

カナ 所属7000 松田 隆行 1:40:14.7ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 音更町役場7001 久保 正人 1:14:01.9ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ7002 天谷 道子 1:40:16.7ｱﾏﾔ ﾐﾁｺ オンザロード7003 大野 克彦 1:06:38.7ｵｵﾉ ｶﾂﾋｺ ほくでんＲＣ7004 川口 千春 1:05:25.6ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ 様似スキー協会7005 竹田津 幸次 0:50:38.3ﾀｹﾀﾂﾞ ｺｳｼﾞ7007 岩田 博明 1:13:31.2ｲﾜﾀ ﾋﾛｱｷ7008 御供 邦弘 1:55:58.1ﾐﾄﾓ ｸﾆﾋﾛ あんり7009 早坂 一範 1:17:43.3ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ 様似スキー協会7010 千葉 純也 0:55:55.4ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 丸久中央物産7011 松本 輝 1:14:33.9ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ7012 高畑 浩之 0:58:42.5ﾀｶﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ NBK7013 黒田 敬 1:20:19.6ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ7014 山内 利貴 1:38:22.3ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾀｶ7015 櫛引 勝博 1:22:43.9ｸｼﾋﾞｷ ﾏｻﾋﾛ7016 森本 國男 0:57:02.9ﾓﾘﾓﾄ ｸﾆｵ 厚真歩くスキー7017 鈴木 信宏 1:41:50.3ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ7018 圓谷 謙治 1:11:54.6ﾏﾙﾔ ｹﾝｼﾞ7019 石田 馨 1:29:38.0ｲｼﾀﾞ ｶｵﾙ 北広島歩くスキー7020 小野 努 1:30:18.7ｵﾉ ﾂﾄﾑ7021 影山 孝光 1:03:05.6ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ7022 小西 富夫 1:32:03.9ｺﾆｼ ﾄﾐｵ7023 横山 明史 1:08:58.4ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 苫小牧XCスキー7024 岡崎 祐三 1:15:53.7ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ7025 清野 峻輔 1:01:25.6ｾｲﾉ ｼｭﾝｽｹ N-Dep7026 西 幸彦 0:56:46.7ﾆｼ ﾕｷﾋｺ7027 前田 篤男 1:05:34.2ﾏｴﾀﾞ ﾄｸｵ 22企画7028 鈴木 学 1:00:36.5ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ7029 倉本 嘉裕 1:13:32.4ｸﾗﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ゴルボラの会7030 鈴木 かおる 1:08:31.3ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 焼肉もうもう苑7031 髙橋 正晴 1:08:01.9ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ7032 小林 憲男 1:29:46.3ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 桜木組7033 伏見 剛 1:02:18.2ﾌｼﾐ ﾂﾖｼ7034 五十嵐 邦春 1:32:00.3ｲｶﾞﾗｼ ｸﾆﾊﾙ 松恵小学校7035 田内 優祐 1:22:18.7ﾀｳﾁ ﾕｳｽｹ 松恵小学校7036 鈴木 一識 1:26:50.8ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｻﾄ 松恵小学校7037 笠井 誠志朗 1:31:59.6ｶｻｲ ｾｲｼﾛｳ 松恵小学校7038 橋本 至 1:25:28.3ﾊｼﾓﾄ ｲﾀﾙ 松恵小学校7039 坂本 幸繁 1:18:13.0ｻｶﾓﾄ ﾕｷｼｹﾞ7040 横山 匡 0:58:06.7ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ7042 紙田 信之 1:37:29.1ｶﾐﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 北大スキーOB会7043 木村 丈夫 1:04:18.0ｷﾑﾗ ﾀｹｵ7045 矢野 定男 0:56:21.3ﾔﾉ ｻﾀﾞｵ7046 原田 敏之 1:48:14.2ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼﾕｷ7047 熊谷 浩司 0:56:22.1ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ ドラカヤック7048 遠藤 慎悟 1:30:10.8ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ7050 手塚 英男 1:20:09.0ﾃﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｵ 室蘭歩くスキー7051 村上 東志樹 1:07:49.9ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｷ7052 佐々木 英喜 1:56:49.4ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ7054 石田 稔 1:11:24.5ｲｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 日本製紙勇払XCprinted:2018/02/19 11:07:26 6/7 ページTimed by　アイサム



第30回記念恵庭クロスカントリースキー大会 2018/02/18
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

カナ 所属7055 廣瀬 政則 1:28:35.1ﾋﾛｾ ﾏｻﾉﾘ 島松駐屯地7056 元谷 征樹 1:08:28.0ﾓﾄﾀﾆ ｾｲｷ7058 浅田 誉 1:23:24.2ｱｻﾀﾞ ﾎﾏﾚ 恵明中学校7059 浅田 善英 1:18:34.6ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ7060 松岡 史記 1:32:19.0ﾏﾂｵｶ ﾌﾐｷ7061 菅野 雄太 1:36:50.6ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ7062 大倉 達也 1:52:03.9ｵｵｸﾗ ﾀﾂﾔ7063 山田 悟 1:31:54.5ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ7065 栗田 晃宏 2:04:28.4ｸﾘﾀ ｱｷﾋﾛ7066 松田 和範 0:50:39.6ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ7068 鎌田 憲幸 1:41:59.8ｶﾏﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ7069 後藤 美恵子 1:35:06.6ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ7070 小笠原 聡 0:53:56.9ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿｳ7072 高橋 正道 0:57:03.0ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾁ 厚真歩くスキー7074 信木 正己 1:08:21.4ﾉﾌﾞｷ ﾏｻﾐ7075 石田 光汰 0:46:27.6ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ7076 笠井 香太朗 1:52:45.4ｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ7077 白石 大河 1:41:11.7ｼﾗｲｼ ﾀｲｶﾞ
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