
第31回恵庭クロスカントリースキー大会 2019/02/17
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

カナ 所属5001 柏谷 晃 0:59:21.4ｶｼﾜﾔ ｱｷﾗ (株)アレフ恵庭事務所5002 竹中 輝男 0:49:31.6ﾀｹﾅｶ ﾃﾙｵ5003 両瀬 次男 1:45:05.0ﾘｮｳｾ ﾂｷﾞｵ 恵庭歩くスキー5004 村田 泰治 1:24:29.7ﾑﾗﾀ ﾀｲｼﾞ 恵庭歩くスキークラブ5005 菅原 光生 0:58:38.4ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾂｵ 恵庭歩くスキーの会5006 福田 博亮 0:38:35.9ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 白老歩くスキー5008 大久保 秀逸 0:33:12.5ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｲﾂ5009 鈴木 泰 0:53:59.6ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 恵庭走友会5010 佐藤 典三 0:59:34.2ｻﾄｳ ﾃﾝｿﾞｳ 北海道歩くスキー（協）5011 小林 とよみ 1:04:06.2ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾖﾐ5012 長谷川 美雪 0:51:19.3ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ 恵庭そば食べ隊5013 山田 覺 0:41:09.4ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ5014 山内 利貴 0:49:01.8ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾀｶ5015 髙橋 司 0:22:22.9ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 北海道補給処5016 坪田 まり子 1:12:26.7ﾂﾎﾞﾀ ﾏﾘｺ5017 坪田 聡一郎 0:47:24.6ﾂﾎﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ5018 武田 倫 0:54:40.9ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝ5019 武田 心優 0:54:39.9ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾅ 松恵小学校5020 髙橋 正夫 0:30:27.4ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ チームオリゴノール5021 砂原 郁夫 0:44:04.1ｽﾅﾊﾗ ｲｸｵ5022 最上 順正 0:52:08.7ﾓｶﾞﾐ ﾄｼﾏｻ5023 最上 尋史 0:52:04.9ﾓｶﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ 松恵小学校5024 錦古里 知樹 0:54:12.8ﾆｼｺﾘ ﾄﾓｷ 全日食チェーン5025 織田 和明 0:51:26.8ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ5028 圓谷 謙治 0:30:52.1ﾏﾙﾔ ｹﾝｼﾞ5029 上村 吉徳 0:42:46.6ｶﾐﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ5030 多田 貴典 0:37:05.2ﾀﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ5031 髙村 武仁 1:23:52.9ﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ ちとせＰ・Ｐ・Ｋ5032 矢部 健一郎 0:28:03.7ﾔﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ5033 今井 静治 0:41:23.5ｲﾏｲ ｾｲｼﾞ ふじのＰＰＫ5034 藤井 創 0:30:25.5ﾌｼﾞｲ ﾊｼﾞﾒ チーム オリゴノール5035 倉本 雅子 1:01:03.5ｸﾗﾓﾄ ﾏｻｺ5036 小林 育代 0:49:52.3ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾖ チーム・コバ5037 佐野 幸樹 0:30:50.9ｻﾉ ｺｳｷ 白老歩くスキー5039 堀田 義則 0:53:43.0ﾎﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ5040 酒井 眞里子 0:38:33.0ｻｶｲ ﾏﾘｺ5041 酒井 宏崇 0:36:13.3ｻｶｲ ﾋﾛﾀｶ5042 辻 誠三郎 0:54:07.5ﾂｼﾞ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 恵庭走友会5043 久保 正人 0:34:55.1ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ5044 市丸 圀光 0:34:19.8ｲﾁﾏﾙ ｸﾆﾐﾂ 土友会5046 柴山 柚葉 1:05:20.0ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ 松恵小学校5048 田中 達也 0:46:27.8ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 松恵小学校5049 鈴木 忠織 0:48:40.7ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｵﾘ 松恵小学校5050 浅利 一勇衣 1:02:53.3ｱｻﾘ ﾋｭｳｲ 松恵小5051 秋本 麻瑚 1:24:39.9ｱｷﾓﾄ ﾏｺ 松恵小学校5052 笠井 隆梧朗 0:46:27.4ｶｻｲ ﾘｭｳｺﾞﾛｳ 松恵小学校5053 境 春実 1:06:07.5ｻｶｲ ﾊﾙﾐ 松恵小学校5054 石井 夏帆 1:06:25.0ｲｼｲ ﾅﾂﾎ 松恵小学校5055 大森 丈義 0:59:05.6ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾖｼ N-Dep5056 山田 雄二 0:58:41.9ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ N-Depprinted:2019/02/19 16:13:04 3/7 ページTimed by　アイサム



第31回恵庭クロスカントリースキー大会 2019/02/17
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

カナ 所属5057 中野 勇二 0:36:31.8ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ N-Dep5058 清野 峻輔 0:59:08.1ｾｲﾉ ｼｭﾝｽｹ N-Dep5059 貝沢 諒 1:03:23.1ｶｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ N-Dep5060 金澤 晴香 0:53:34.9ｶﾅｻﾞﾜ ﾊﾙｶ N-Dep5061 出口 義郎 0:28:43.9ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ N-Dep5062 小郷 朝陽 1:05:39.1ｺｺﾞｳ ｱｻﾋ 松恵小学校5063 深田 真衣 1:24:40.1ﾌｶﾀﾞ ﾏｲ 松恵小学校5065 松岡 蓮 0:54:03.9ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ 松恵小学校5066 中野 来美 0:54:02.5ﾅｶﾉ ｸﾐ 松恵小学校5067 海野 玲央奈 0:54:18.9ｳﾐﾉ ﾚｵﾅ 松恵小学校5068 福島 剛 0:55:41.5ﾌｸｼﾏ ｺﾞｳ 松恵小学校5069 山口 芳昭 1:24:43.6ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 松恵小学校5070 尾張 邦彦 0:39:26.1ｵﾜﾘ ｸﾆﾋｺ5071 熊谷 弘 0:39:31.5ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ ベアーズ5072 山本 芳彦 0:33:08.8ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 陸自OB5073 保谷 剛 0:37:57.4ﾔｽﾀﾆ ﾂﾖｼ5074 清水 悦子 1:02:11.2ｼﾐｽﾞ ｴﾂｺ5075 清水 篤志 1:06:09.2ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ5076 権守 裕美子 1:03:41.8ｺﾞﾝﾓﾘ ﾕﾐｺ5077 権守 春飛 1:03:47.5ｺﾞﾝﾓﾘ ﾊﾙﾋ5078 平川 亜希子 1:45:00.0ﾋﾗｶﾜ ｱｷｺ5079 平川 希 1:44:51.7ﾋﾗｶﾜ ﾉｿﾞﾐ5080 田畑 茂樹 0:29:38.0ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ5081 森 禎弘 0:47:33.2ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ5082 平川 賢臣 1:44:58.2ﾋﾗｶﾜ ｹﾝｼﾝ5083 石井 陽介 0:49:24.1ｲｼｲ ﾖｳｽｹ5084 山村 健史 0:45:29.9ﾔﾏﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 恵庭市教頭会ＯＢ5085 上田 絹子 0:49:48.6ｳｴﾀﾞ ｷﾇｺ5088 山口 里美 0:55:06.1ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ5089 高橋 裕一 1:03:13.2ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 初山別学園5090 関 海里 1:17:50.3ｾｷ ﾐｻﾄ 初山別学園5091 平山 浩司 1:17:52.9ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 初山別学園5092 坂口 浩 1:09:19.0ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 初山別学園5093 道言 ヱミ子 0:57:37.9ﾄﾞｳｺﾞﾝ ｴﾐｺ5094 穂積 邦彦 0:39:39.7ﾎﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ5096 大倉 達也 1:01:06.6ｵｵｸﾗ ﾀﾂﾔ 島松駐屯地5097 城野 文久 0:31:30.8ｼﾛﾉ ﾌﾐﾋｻ 北広島市立西部中学校5098 渡辺 剛 0:53:50.1ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 恵庭走友会5099 村上 智彦 1:06:10.4ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ5100 村上 喜彦 1:06:10.8ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾋｺ 松恵小学校5101 髙橋 立 0:50:04.9ﾀｶﾊｼ ｼｭｳ5102 佐藤 陽子 0:44:39.9ｻﾄｳ ﾖｳｺ5103 疋田 一雄 0:52:25.9ﾋｷﾀ ｶｽﾞｵ 恵庭歩くスキー5105 藤戸 聡 0:41:51.2ﾌｼﾞﾄ ｻﾄｼ5106 グエン・ディン ・クオン 0:47:27.4ｸﾞｴﾝ･ﾃﾞｨﾝ ･ｸｵﾝ5107 後藤 博 1:20:22.0ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ5109 松川 守 0:56:11.0ﾏﾂｶﾜ ﾏﾓﾙ 北海道補給処5110 平野 梢 0:53:35.9ﾋﾗﾉ ｺｽﾞｴ5111 朝日 留吉 0:37:16.7ｱｻﾋ ﾄﾒｷﾁ5112 小泉 夕子 0:56:53.1ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ 那珂市printed:2019/02/19 16:13:04 4/7 ページTimed by　アイサム
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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

カナ 所属5113 小泉 大地 1:00:10.5ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ5114 小泉 大和 0:56:49.6ｺｳｽﾞﾐ ﾔﾏﾄ 北陽小学校5115 花田 雅史 0:51:03.5ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｼ5116 矢野 定男 0:29:01.4ﾔﾉ ｻﾀﾞｵ5118 藤原 由美子 0:41:28.6ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ5120 石田 明子 0:29:36.8ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 札幌市5121 佐々木 真悟 0:26:17.0ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ5122 大野 宇樹 0:49:20.5ｵｵﾉ ｲｴｷ5123 大野 昭子 0:49:19.2ｵｵﾉ ｱｷｺ5124 田中 大介 0:52:37.4ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ5125 田中 大和 0:52:37.1ﾀﾅｶ ﾔﾏﾄ5128 山田 成諭己 0:40:15.6ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 陸上自衛隊北海道補給処5129 嶋崎 誠 0:44:47.7ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ5130 林 直樹 0:46:41.4ﾊﾔｼ ﾅｵｷ5131 山本 元英 1:05:13.5ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾃﾞ N-Dep5132 菅原 慎子 1:02:59.4ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｶｺ5133 内山　信吾 1:03:58.6ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ5134 浅田　静佳 1:13:01.7ｱｻﾀﾞ ｼｽﾞｶ5135 浅田　理 1:12:39.3ｱｻﾀﾞ ｵｻﾑ 松恵小学校5136 安田 茂博 0:44:10.2ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ
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