
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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

カナ 所属3001 長尾 廣美 0:21:02.4ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ3002 坪田 まり子 0:40:24.6ﾂﾎﾞﾀ ﾏﾘｺ3003 坪田 聡一郎 0:39:34.9ﾂﾎﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ3004 日下部 賢治 0:43:14.9ｸｻｶﾍﾞ ｹﾝｼﾞ スポリティファイン3005 伊藤 義浩 0:44:35.7ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 札幌ＸＣ少年団3006 伊藤 葵 0:44:36.0ｲﾄｳ ｱｵｲ 札幌ＸＣ少年団3008 坂本 和利 0:43:41.0ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ3009 鳥海 和子 0:42:30.6ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞｺ 厚真スキー協会3010 鳥海 杏那 0:41:51.3ﾄﾘｳﾐ ｱﾝﾅ3011 三上 倫巨 0:58:19.7ﾐｶﾐ ﾉﾘｵ3012 三上 結生 0:58:19.5ﾐｶﾐ ﾕｲ3013 佐藤 誠司 0:38:49.7ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ サッポロビール3014 川除 佑太 0:17:43.0ｶﾜﾖｹ ﾕｳﾀ サッポロビール3015 青木 一将 0:40:36.4ｱｵｷ ｶｽﾞﾏｻ サッポロビール3016 立花 瑠詩 0:16:32.3ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾙｳﾀ サッポロビール3017 増田 龍生 0:17:43.3ﾏｽﾀﾞ ﾙｲ サッポロビール3018 谷川 知沙 0:41:54.3ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻ サッポロビール3019 増渕 隆昭 0:15:51.9ﾏｽﾌﾞﾁ ﾀｶｱｷ サッポロビール3020 掃部 晃 0:41:46.7ｶﾓﾝ ｱｷﾗ サッポロビール3021 大竹 健一 0:13:48.2ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ 白老歩くスキー同好会3022 中川 翔也 0:14:28.0ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 恵庭リトルシニア3023 長谷川 阜汰 0:13:04.1ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 恵庭リトルシニア3024 吉田 拓道 0:13:44.6ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 恵庭リトルシニア3025 林 大樹 0:14:34.4ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 恵庭リトルシニア3028 清水 咲汰 0:13:19.2ｼﾐｽﾞ ｻｸﾀ 恵庭リトルシニア3029 神野 航汰 0:13:34.4ｼﾞﾝﾉ ｺｳﾀ 恵庭リトルシニア3030 田中 遥斗 0:13:21.9ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 恵庭リトルシニア3031 守谷 柊太朗 0:16:17.2ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾀﾛｳ 恵庭リトルシニア3032 出口 雄流 0:14:24.4ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 恵庭リトルシニア3033 上元 皓介 0:13:48.4ｳｴﾓﾄ ｺｳｽｹ 恵庭リトルシニア3034 渡辺 健太 0:16:13.6ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 恵庭リトルシニア3035 仁田 瑛介 0:13:48.6ﾆﾀ ｴｲｽｹ 恵庭リトルシニア3036 過足 裕介 0:39:00.6ﾖｷﾞｱｼ ﾕｳｽｹ3037 過足 釉夏 0:38:59.1ﾖｷﾞｱｼ ﾕﾅ 松恵小学校3038 斉藤 久美子 0:19:04.5ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 新十津川ＲＣ3039 漆原 隆 0:41:57.3ｳﾙｼﾊﾗ ﾀｶｼ 調達会計部3040 本田 賴朝 0:41:55.0ﾎﾝﾀﾞ ﾖﾘﾄﾓ 調達会計部3041 安藤 文孝 0:41:56.5ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾀｶ 調達会計部3042 吉田 光宏 0:12:40.9ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 調達会計部3044 伏見 めぐみ 0:41:29.7ﾌｼﾐ ﾒｸﾞﾐ3045 山口 芳昭 1:02:22.1ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 松恵小学校3046 徳田 健一 0:46:15.7ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 松恵小学校3047 大浦 真耶 1:02:20.5ｵｵｳﾗ ﾏﾔ 松恵小学校3048 鈴木 忠織 0:40:21.8ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｵﾘ 松恵小学校3049 秋本 麻瑚 0:36:53.1ｱｷﾓﾄ ﾏｺ 松恵小学校3050 海野 玲央奈 0:37:25.3ｳﾐﾉ ﾚｵﾅ 松恵小学校3051 笠井 隆梧朗 0:17:48.1ｶｻｲ ﾘｭｳｺﾞﾛｳ 松恵小学校3052 深田 真衣 0:39:06.4ﾌｶﾀﾞ ﾏｲ 松恵小学校3053 村上 喜彦 0:46:10.3ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾋｺ 松恵小学校3054 太田 一歩 0:39:29.6ｵｵﾀ ｶｽﾞﾎ 松恵小学校printed:2018/02/19 11:06:33 1/7 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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

カナ 所属3055 長澤 孝悦 0:29:33.2ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾖｼ 北海道補給処3056 鈴木 寿 0:53:30.7ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ3057 所 正代 0:42:21.2ﾄｺﾛ ﾏｻﾖ3058 所 美里 0:18:06.0ﾄｺﾛ ﾐｻﾄ3059 太田 浩司 1:02:49.0ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ3060 太田 紡 1:02:48.4ｵｵﾀ ﾂﾑｸﾞ3061 平川 亜希子 1:04:04.0ﾋﾗｶﾜ ｱｷｺ デポ3062 平川 希 1:03:55.2ﾋﾗｶﾜ ﾉｿﾞﾐ3063 木村 淳 0:18:04.5ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 木村ファミリー3065 平川 賢臣 1:03:57.6ﾋﾗｶﾜ ｹﾝｼﾝ デポ3066 田畑 茂樹 0:17:32.8ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ3067 小島 大佐 0:19:32.9ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ デポ3069 久保田 麻紀 0:47:47.6ｸﾎﾞﾀ ﾏｷ3070 木村 康佑 0:18:02.5ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 岩見沢市立第一小学校3071 工藤 雅也 0:50:28.4ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ3072 工藤 小太郎 0:50:27.6ｺﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ3073 工藤 恵梨子 1:24:07.9ｸﾄﾞｳ ｴﾘｺ3074 工藤 央二郎 1:24:09.4ｸﾄﾞｳ ｵｳｼﾞﾛｳ3075 長井 克己 0:51:27.4ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ3076 長井 莉乃愛 0:51:26.7ﾅｶﾞｲ ﾘﾉｱ3077 宮北 和歌子 0:33:40.2ﾐﾔｷﾀ ﾜｶｺ3078 加藤 春樹 0:32:34.0ｶﾄｳ ﾊﾙｷ3079 嶋崎 誠 0:33:43.2ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ3083 嶋谷 泰彦 0:13:40.4ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋｺ 学童保育翼クラブ3084 八森 祐希 0:20:18.0ﾊﾂﾓﾘ ﾕｷ3085 鳥垣内 安二 0:40:00.4ﾄﾘｶﾞｷｳﾁ ﾔｽｼﾞ
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