
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

6C：10km 歩くスキー

所属カナ

7000 亀山 誠司 00:55:31.4ｶﾒﾔﾏ ｾｲｼﾞ

7001 千葉 純也 01:02:37.5丸久中央物産ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

7002 岩田 博明 01:31:07.7恵明中学校ｲﾜﾀ ﾋﾛｱｷ

7003 小林 和昭 01:54:42.3小樽走ろう会ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ

7004 荒木 勝昭 01:02:39.7ちとせＰＰＫｱﾗｷ ｶﾂｱｷ

7006 橋本 功一 01:57:02.9ノーザンデポ島松ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ

7007 福田 博亮 01:18:16.9白老歩くスキーﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

7009 天谷 道子 01:36:42.4オンザロードｱﾏﾔ ﾐﾁｺ

7010 若狭 雅則 01:36:28.4ﾜｶｻ ﾏｻﾉﾘ

7012 渡辺 英司 01:23:50.8ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ

7013 竹田津 幸次 00:54:49.0ﾀｹﾀﾂﾞ ｺｳｼﾞ

7014 大竹 健一 01:32:57.9白老歩くスキー同好会ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ

7015 髙橋 義治 01:02:34.9恵庭走友会ﾀｶﾊｼ ﾖｼｼﾞ

7016 砂原 郁夫 01:27:27.2ｽﾅﾊﾗ ｲｸｵ

7017 浅田 善英 01:34:41.2ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ

7018 浅田 誉 01:35:55.0松恵小学校ｱｻﾀﾞ ﾎﾏﾚ

7019 石崎 隆士 02:06:08.9ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｼ

7020 西 幸彦 01:06:16.9ﾆｼ ﾕｷﾋｺ

7021 森本 國男 00:44:45.0厚真歩くスキーﾓﾘﾓﾄ ｸﾆｵ

7022 高畑 浩之 01:07:49.3ＮＢＫﾀｶﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ

7023 渡辺 忍 02:01:44.3ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ

7024 渡辺 莉央 01:50:33.7松恵小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ

7025 山本 修 01:03:59.3ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ

7026 三浦 敦 01:39:46.2初山別学園ﾐｳﾗ ｱﾂｼ

7027 菊池 幸樹 02:02:30.6初山別学園ｷｸﾁ ｺｳｷ

7028 田中 良美 01:15:18.6初山別学園ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ

7029 小笠原 悠城 01:00:58.8初山別学園ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ

7030 今野 芳人 02:14:42.7初山別学園ｺﾝﾉ ﾖｼﾋﾄ

7032 追出町 広樹 01:49:16.1初山別学園ｵｲﾃﾞﾏﾁ ﾋﾛｷ

7033 坂口 浩 02:16:06.4グループホーム初風ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

7034 水村 清美 01:45:09.5グループホーム初風ﾐｽﾞﾑﾗ ｷﾖﾐ

7035 佐藤 賢治 01:12:12.4ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

7036 木村 丈夫 01:25:51.3ｷﾑﾗ ﾀｹｵ

7037 井上 一夫 01:20:11.8ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ

7038 小西 富夫 01:37:37.9ｺﾆｼ ﾄﾐｵ

7039 山田 覺 01:31:10.1ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ

7040 勝本 幸治 01:57:47.7道マラソンクｶﾂﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ

7042 秋野 翔大 01:03:45.3恵庭リトルシニアｱｷﾉ ｼｮｳﾀ

7043 斉藤 竜馬 02:19:16.9恵庭リトルシニアｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7044 石山 拓弥 02:19:16.3恵庭リトルシニアｲｼﾔﾏ ﾀｸﾔ

7045 大黒 愁斗 02:19:14.7恵庭リトルシニアｵｵｸﾞﾛ ｼｭｳﾄ

7046 太田 歩 01:28:50.0恵庭リトルシニアｵｵﾀ ｱﾕﾑ

7047 遠藤 誠大 01:26:07.6恵庭リトルシニアｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾀ

7048 工藤 映琉 01:05:13.6恵庭リトルシニアｸﾄﾞｳ ﾊﾙ

7049 前崎 大知 01:53:07.3恵庭リトルシニアﾏｴｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

7050 小向 雄大 01:24:38.1恵庭リトルシニアｺﾑｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ

7051 渡辺 康介 01:57:41.4恵庭リトルシニアﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ

7052 小川 享 01:16:17.0恵庭リトルシニアｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

7053 清藤 稜也 01:26:44.1恵庭リトルシニアｷﾖﾌｼﾞ ﾘｮｳﾔ

7054 籬 智介 01:35:00.2恵庭リトルシニアﾏｶﾞｷ ﾄﾓｽｹ
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7055 奥澤 仙達 01:29:44.9恵庭リトルシニアｵｸｻﾜ ｾﾝﾀﾂ

7056 鵜野 竜乃介 01:34:59.5恵庭リトルシニアｳﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ

7057 宇野 息吹 01:24:03.8恵庭リトルシニアｳﾉ ｲﾌﾞｷ

7058 石井 良依 01:57:43.3恵庭リトルシニアｲｼｲ ﾗｲ

7059 菅野 太陽 01:06:40.8恵庭リトルシニアｽｶﾞﾉ ﾀｲﾖｳ

7060 中島 大翔 01:24:38.2恵庭リトルシニアﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ

7061 前崎 柊斗 01:41:45.7恵庭リトルシニアﾏｴｻﾞｷ ｼｭｳﾄ

7062 牧野 拓人 01:46:26.5恵庭リトルシニアﾏｷﾉ ﾀｸﾄ

7063 笹原 一馬 01:06:44.3恵庭リトルシニアｻｻﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

7064 谷口 隆晟 01:29:51.6恵庭リトルシニアﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ

7065 工藤 凌 01:41:48.1恵庭リトルシニアｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ

7066 佐藤 巧望 01:19:37.2恵庭リトルシニアｻﾄｳ ﾀｸﾐ

7067 長澤 皓 01:57:44.1恵庭リトルシニアﾅｶﾞｻﾜ ｺｳ

7068 北野 雅也 01:24:12.6ｷﾀﾉ ﾏｻﾔ

7069 石井 歩季 01:28:13.6松恵小学校ｲｼｲ ｲﾌﾞｷ

7070 笠井 香太朗 01:50:33.8松恵小学校ｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ

7071 境 洋司 01:44:36.3松恵小学校ｻｶｲ ﾖｳｼﾞ

7072 津﨑 太陽 01:50:33.9松恵小学校ﾂｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ

7073 長谷 将吾 01:57:49.9松恵小学校ﾊｾ ｼｮｳｺﾞ

7074 川口 千春 01:18:47.8様似スキー協会ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ

7077 坂本 幸繁 01:19:25.8ｻｶﾓﾄ ﾕｷｼｹﾞ

7078 前田 篤男 01:07:52.7２２企画ﾏｴﾀﾞ ﾄｸｵ

7079 伊藤 傑 01:35:29.5ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

7080 小原 利貞 02:29:52.6ｵﾊﾞﾗ ﾄｼｻﾀﾞ

7081 中村 由美子 01:58:19.6ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ

7082 岡崎 祐三 01:11:15.5ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ

7083 高坂 毅 00:50:25.4岩見沢ＸＣＯＢﾀｶｻｶ ﾀｹｼ

7084 渡部 正喜 01:00:33.6ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻｷ

7085 五日市 忠義 01:29:08.4北処装計ｲﾂｶｲﾁｼ ﾀﾀﾞﾖｼ

7086 金谷 秀晴 01:05:08.4ＮＴＴインフラｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ

7087 四戸 雅己 01:49:18.5ダイワハウスｼﾉﾍ ﾏｻﾐ

7088 中島 伸二 01:36:06.6ＳＦＲＣﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

7089 佐藤 徹 01:10:35.7大滝ＣＸスキーｻﾄｳ ﾄｵﾙ

7090 田中 修平 01:05:14.5ノーザンデポﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ

7091 松本 輝 01:22:48.0ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

7092 樋爪 雄二 01:31:41.0ﾋﾂﾞﾒ ﾕｳｼﾞ

7093 鈴木 信宏 01:41:29.7ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

7095 岸本 彩子 01:44:47.0ｷｼﾓﾄ ｱﾔｺ

7097 中田 清志 01:07:17.8ﾅｶﾀ ｷﾖｼ

7098 三宅 敏雄 01:49:54.7ﾐﾔｹ ﾄｼｵ

7099 御供 邦弘 02:13:58.7元自衛官ﾐﾄﾓ ｸﾆﾋﾛ

7100 藤原 康有 02:44:45.0北海道補給処ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾕｷ

7101 佐藤 健太郎 01:50:32.8島松自衛隊ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

7103 小林 育代 01:51:57.4チーム・コバｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾖ

7104 小林 正 01:39:14.9チーム・コバｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ

7105 鵜居 正行 01:06:30.4南恵庭自衛隊ｳｲ ﾏｻﾕｷ

7106 古瀬 正好 01:06:30.6南恵庭自衛隊ｺｾ ﾏｻﾖｼ

7107 元脇 和彦 01:06:36.7ノーザンデポﾓﾄﾜｷ ｶｽﾞﾋｺ

7108 篠田 和彦 01:54:22.9ノーザンデポ（島松）ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

7109 水戸部 智和 01:11:30.0ノーザンデポﾐﾄﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ
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7110 渡部 和也 01:39:50.3ノーザンデポﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

7111 宮本 幸一 01:04:01.2ノーザンデポ（島松）ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ

7112 後藤 一平 01:25:13.4ｺﾞﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ

7113 濱野 等 01:05:30.3ﾊﾏﾉ ﾋﾄｼ

7114 佐々木 康 01:14:05.5ノーザンデポ（島松）ｻｻｷ ﾔｽｼ

7115 石山 豊 01:14:21.2恵庭剣道ｲｼﾔﾏ ﾕﾀｶ

7116 高橋 正道 00:44:45.1厚真歩くスキーﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾁ

7117 菊地 清 01:13:17.2ヤマキｷｸﾁ ｷﾖｼ

7118 植田 みゆき 01:34:53.0ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ

7119 佐藤 ユカリ 01:40:19.0ｻﾄｳ ﾕｶﾘ

7121 清水 和嘉 01:43:43.4ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖｼ

7123 山下 敏明 01:45:47.9ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｱｷ

7124 猪股 宣夫 01:16:13.2ｲﾉﾏﾀ ﾉﾌﾞｵ

7125 信木 正己 01:22:04.8ﾉﾌﾞｷ ﾏｻﾐ
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