
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

6B：5km 歩くスキー

所属カナ

5000 原田 良治 00:49:38.5ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

5001 原田 裕子 00:45:23.1ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ

5002 佐野 幸樹 00:25:31.4白老歩くスキーｻﾉ ｺｳｷ

5003 村田 泰治 01:03:37.8恵庭歩くスキークラブﾑﾗﾀ ﾀｲｼﾞ

5004 両瀬 次男 00:52:54.9恵庭歩くスキーﾘｮｳｾ ﾂｷﾞｵ

5005 谷井 昌輝 00:38:12.8恵庭歩くスキークラブﾀﾆｲ ﾏｻﾃﾙ

5006 菅原 光生 00:47:36.8ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾂｵ

5007 出崎 浩一 00:24:35.2ﾃﾞｻｷ ｺｳｲﾁ

5008 冨樫 鐡治 00:29:23.8恵庭友会ﾄｶﾞｼ ﾃﾂｼﾞ

5009 鈴木 泰 00:43:07.4すずき眼科ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ

5011 竹中 輝男 00:42:27.2ﾀｹﾅｶ ﾃﾙｵ

5012 山内 利貴 00:40:38.9ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾀｶ

5013 松本 博樹 00:43:50.3恵庭市体育協会ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

5014 杉本 敏夫 00:40:37.5ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｵ

5015 織田 和明 00:43:23.2ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

5016 武石 昭治 00:29:13.8恵み野歩くスキーﾀｹｲｼ ｼｮｳｼﾞ

5017 堀井 清市 00:31:00.3ﾎﾘｲ ｾｲｲﾁ

5018 菊池 巖 00:45:42.5白老歩くスキーｷｸﾁ ｲﾜｵ

5019 小谷 珠恵 00:51:33.9ｺﾀﾆ ﾀﾏｴ

5020 小谷 和也 00:37:02.4ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾔ

5021 佐藤 晃 00:59:52.3ｻﾄｳ ｱｷﾗ

5023 佐藤 典三 00:42:43.0北海道歩くスキー（協）ｻﾄｳ ﾃﾝｿﾞｳ

5024 長尾 廣美 00:46:34.9ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ

5025 渡辺 剛 00:45:58.1恵庭走友会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ

5026 錦古里 知樹 00:44:01.3ﾆｼｺﾘ ﾄﾓｷ

5027 中野 清正 00:39:13.6ﾅｶﾉ ｷﾖﾀﾀﾞ

5028 山口 歩 00:51:54.6ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾑ

5029 髙村 武仁 00:53:07.0ちとせＰ・Ｐ・Ｋﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ

5030 鈴木 かおる 00:44:50.0焼肉もうもう苑マラソンクラブｽｽﾞｷ ｶｵﾙ

5031 佐藤 直己 00:26:56.8恵庭中学校ｻﾄｳ ﾅｵｷ

5032 日下部 賢治 00:44:16.6スポリティファインｸｻｶﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

5033 津﨑 美帆 01:02:58.7ﾂｻﾞｷ ﾐﾎ

5034 津﨑 青空 01:02:39.8松恵小学校ﾂｻﾞｷ ｿﾗ

5035 藤井 創 00:27:34.7チーム　オリゴノールﾌｼﾞｲ ﾊｼﾞﾒ

5036 髙橋 正夫 00:25:58.7チームオリゴノールﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ

5037 石橋 敬一 00:44:44.8厚真歩くスキーｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｶｽﾞ

5038 辻 誠三郎 00:36:14.3恵庭走友会ﾂｼﾞ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

5039 長谷川 昭典 01:16:47.9グループホーム初風ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ

5040 高橋 裕一 01:26:50.3初山別学園ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ

5041 関 海里 01:27:48.6初山別学園ｾｷ ﾐｻﾄ

5042 平山 浩司 01:16:53.7初山別学園ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ

5043 鈴木 俊春 01:29:04.4初山別学園ｽｽﾞｷ ﾄｼﾊﾙ

5044 多田 貴典 00:41:53.1ﾀﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

5045 柳谷 達博 00:45:14.8ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀﾂﾋﾛ

5046 穂積 邦彦 00:35:18.6ﾎﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ

5047 中川 淳一 00:54:19.3恵庭市教育委員会ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

5048 保谷 剛 00:41:14.2ﾔｽﾀﾆ ﾂﾖｼ

5050 脇山 康夫 00:39:01.8北海道補給処ﾜｷﾔﾏ ﾔｽｵ

5051 佐々木 芳幸 00:37:42.7ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ

5052 道言 ヱミ子 00:45:22.6ﾄﾞｳｺﾞﾝ ｴﾐｺ
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5053 本間 博道 00:22:42.5ＡＧＳＯＢ山遊会ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾐﾁ

5054 三木 英博 00:39:32.6ﾐｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ

5055 西垣 行夫 00:30:17.3ﾆｼｶﾞｷ ﾕｷｵ

5056 向江村 進 00:39:17.8ﾑｶｴﾑﾗ ｽｽﾑ

5057 朝日 留吉 00:40:02.9ｱｻﾋ ﾄﾒｷﾁ

5058 橋爪 好伸 00:50:34.6苫小牧歩くスキーの会ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼﾉﾌﾞ

5059 秋野 真大 00:43:43.6恵庭リトルシニアｱｷﾉ ﾏｻﾄ

5060 釜田 将吾 00:50:42.1恵庭リトルシニアｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

5061 近藤 陸 00:43:10.3恵庭リトルシニアｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

5063 福田 航平 00:35:47.9恵庭リトルシニアﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ

5064 渡辺 翔大 00:43:57.0恵庭リトルシニアﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

5065 中島 柊 00:39:09.5恵庭リトルシニアﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳ

5066 武田 脩吾 00:41:39.3恵庭リトルシニアﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ

5067 岩崎 登志也 00:51:14.6恵庭リトルシニアｲﾜｻｷ ﾄｼﾔ

5069 福本 昌司 00:38:35.8ノーザンデポ（島松）ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

5070 江刺 明 00:43:08.5松恵小学校ｴｻｼ ﾒｲ

5071 宍戸 裕一 00:43:24.5松恵小学校ｼｼﾄﾞ ﾕｳｲﾁ

5072 橋本 至 00:41:42.4松恵小学校ﾊｼﾓﾄ ｲﾀﾙ

5073 安田 悠人 00:43:22.3松恵小学校ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ

5074 梅根 悟嗣 00:39:34.5松恵小学校ｳﾒﾈ ｻﾄﾂｸﾞ

5075 江刺 花 00:44:30.9松恵小学校ｴｻｼ ﾊﾅ

5076 斉木 彩花 00:45:19.3松恵小学校ｻｲｷ ｱﾔｶ

5077 高木 龍輝 00:46:44.7松恵小学校ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｷ

5078 廣瀬 雄太 00:42:40.3松恵小学校ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ

5079 杉山 勝登志 00:32:50.4様似スキー協会ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾄｼ

5080 佐藤 一治 00:54:39.4ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊﾙ

5081 髙橋 敏幸 00:42:20.0ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

5082 尾張 邦彦 00:32:59.5ｵﾜﾘ ｸﾆﾋｺ

5083 長谷川 美雪 01:04:42.4そば食べ隊ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ

5084 所 速美 00:40:01.0ﾄｺﾛ ﾊﾔﾐ

5085 所 明日香 00:40:01.2ﾄｺﾛ ｱｽｶ

5088 藤原 康宏 00:38:55.0ｽｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ

5089 藤原 由美子 00:37:57.3ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ

5092 泉 佳奈子 01:22:55.4東萌ビューティｲｽﾞﾐ ｶﾅｺ

5094 泉 凛 01:22:53.3新方保育園ｲｽﾞﾐ ﾘﾝ

5095 中野 史之 01:03:14.5ノーザンデポﾅｶﾉ ﾌﾐﾕｷ

5096 藤井 貴公 01:01:53.5ノーザンデポﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ

5097 松田 和範 00:25:19.6ノーザンデポ（島松）ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

5098 木川 浩義 00:54:47.8北処装計ｷｶﾜ ﾋﾛﾖｼ

5099 青木 真由美 00:40:09.8北処装計ｱｵｷ ﾏﾕﾐ

5100 新水 新 00:46:14.9北処装計ｼﾝﾐｽﾞ ｱﾗﾀ

5101 稲垣 滋 00:53:15.4ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ

5102 柏谷 晃 00:45:37.8えこりん村ｶｼﾜﾔ ｱｷﾗ

5103 髙橋 雅晴 00:31:17.3ノーザンデポ（島松）ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ

5104 竹田 武 01:12:30.7ﾀｹﾀﾞ ﾀｹｼ

5105 若林 勝正 00:36:39.3ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾏｻ

5106 堀田 秀成 00:36:36.8ﾎｯﾀ ｼｭｳｾｲ

5107 大竹 伶於 00:52:58.1ノーザンデポｵｵﾀｹ ﾚｵ

5108 藤井 奉一 00:43:20.1ノーザンデポ（島松）ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｶｽﾞ

5109 城 浩起 00:46:21.5ノーザンデポ（島松）ｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ
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5110 髙橋 秀洋 00:33:35.6ノーザンデポﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ

5111 佐藤 政幸 00:49:11.8ノーザンデポｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

5112 生出 幸子 00:41:43.0ノーザンデポｵｲﾃﾞ ｻﾁｺ

5113 松川 守 00:46:02.4ノーザンデポﾏﾂｶﾜ ﾏﾓﾙ

5114 栃尾 慎太 00:53:58.9ノーザンデポﾄﾁｵ ｼﾝﾀ

5115 阿部 耕大 00:45:03.8ノーザンデポ（島松）ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

5117 髙橋 弘彦 00:36:24.7島松駐屯地ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾋｺ

5118 山村 健史 00:37:18.4恵庭市教頭会ＯＢﾔﾏﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ

5120 坂元 政博 01:07:26.6ノーザンデポｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

5121 橋爪 義則 00:41:26.7ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼﾉﾘ

5124 山根 亮人 00:42:49.7ハルマキﾔﾏﾈ ｱｷﾋﾄ

5125 山根 春人 00:42:49.7平岸小学校ﾔﾏﾈ ﾊﾙﾄ

5127 佐藤 陽子 00:49:55.5ｻﾄｳ ﾖｳｺ

5128 佐藤 宏美 00:35:13.2ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ

5129 後藤 美恵子 00:44:13.2ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ

5130 後藤 博 00:55:27.8ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

5131 野副 義明 00:24:26.8恵庭走友会ﾉｿﾞｴ ﾖｼｱｷ

5132 山口 里美 00:50:25.8ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ

5133 髙橋 裕喜 00:38:50.5ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ

5134 本田 明 01:02:42.4ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ

5136 釣部 衛 00:40:29.8恵庭リトルシニアﾂﾘﾍﾞ ﾏﾓﾙ

5137 谷口 彰 00:42:45.5ＰＯＰケアﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ

5138 森田 定一 00:36:21.3厚真歩くスキーﾓﾘﾀ ｻﾀﾞｲﾁ

5139 浅井 敬次郎 00:42:04.4ノーザンデポ（早来）ｱｻｲ ｹｲｼﾞﾛｳ

5140 竹田 司 00:29:42.0スパルタクスﾀｹﾀﾞ ﾂｶｻ

5141 小田原 良江 00:43:00.0ｵﾀﾞﾜﾗ ﾖｼｴ

5142 加藤 久美子 00:36:29.7山久会ｶﾄｳ ｸﾐｺ

5143 石田 まり 00:34:53.5山久会ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ

5144 石田 光汰 00:25:17.9山久会ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ

5145 友部 秋夫 00:32:36.4千球会ﾄﾓﾍﾞ ｱｷｵ

5146 疋田 一雄 00:47:08.6ﾋｷﾀ ｶｽﾞｵ

printed:2016/02/23 11:35:49 3/3 ページTimed by　アイサム


