
第29回恵庭クロスカントリースキー大会 2017/02/19
氏名 記録ゼッケン

6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー

所属カナ7000 千葉 純也 00:52:18.9丸久中央物産ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ7001 大野 克彦 01:12:32.0ほくでんRCｵｵﾉ ｶﾂﾋｺ7002 岩田 博明 01:13:02.9恵明中学校ｲﾜﾀ ﾋﾛｱｷ7003 福田 博亮 01:01:39.5白老歩くスキーﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ7004 川口 千春 01:09:50.4様似スキー協会ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ7005 竹田津 幸次 00:52:25.2ﾀｹﾀﾂﾞ ｺｳｼﾞ7006 御供 邦弘 01:51:44.0あんりﾐﾄﾓ ｸﾆﾋﾛ7007 天谷 道子 01:22:49.2オンザロードｱﾏﾔ ﾐﾁｺ7008 横山 匡 00:53:22.6ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ7009 早坂 一範 01:28:44.7様似スキー協会ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ7010 渡辺 英司 01:20:30.4ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ7011 中村 由美子 01:16:34.8ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ7012 中村 今朝良 01:52:37.0ﾅｶﾑﾗ ｹｻﾖｼ7013 加藤 治 00:39:55.9ｶﾄｳ ｵｻﾑ7014 佐藤 信男 01:03:39.0様似スキー協会ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ7015 池田 光良 01:14:49.0学遊会ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ7016 森本 國男 01:15:38.2厚真歩くスキーﾓﾘﾓﾄ ｸﾆｵ7017 能本 和彦 01:47:58.0ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ7018 髙橋 義治 00:29:27.6恵庭走友会ﾀｶﾊｼ ﾖｼｼﾞ7019 影山 孝光 00:38:20.3ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ7021 石田 馨 01:31:00.7北広島歩くスキーｲｼﾀﾞ ｶｵﾙ7022 石崎 隆士 01:41:19.3ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｼ7023 菊地 清 01:15:12.9ヤマキｷｸﾁ ｷﾖｼ7024 金谷 秀晴 00:52:59.7NTTインフラｶﾅﾔ ﾋﾃﾞﾊﾙ7025 山下 達雄 00:47:40.1ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂｵ7027 水村 清美 01:37:25.0グループホーム初風ﾐｽﾞﾑﾗ ｷﾖﾐ7028 高橋 裕一 01:24:56.0初山別学園ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ7029 三浦 敦 00:57:49.8初山別学園ﾐｳﾗ ｱﾂｼ7030 渡辺 雪乃 01:59:29.0初山別学園ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ7031 追出町 広樹 01:31:04.6初山別学園ｵｲﾃﾞﾏﾁ ﾋﾛｷ7032 小笠原 悠城 00:59:45.2初山別学園ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ7033 今野 芳人 02:02:21.3初山別学園ｺﾝﾉ ﾖｼﾋﾄ7034 酒井 秀寿 01:55:02.1初山別学園ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾄｼ7035 中田 清志 00:45:43.7ﾅｶﾀ ｷﾖｼ7036 富田川 武司 01:08:09.1ﾄﾐﾀｶﾞﾜ ﾀｹｼ7037 神野 英樹 01:01:59.7ｼﾞﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ7038 髙橋 雅晴 00:55:30.3ノーザンデポ(島松)ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ7039 川上 博 00:48:24.0白老歩くスキーｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ7040 信木 正己 01:05:22.2ﾉﾌﾞｷ ﾏｻﾐ7041 櫛引 勝博 01:28:06.9ｸｼﾋﾞｷ ﾏｻﾋﾛ7042 藤村 洋之 00:44:29.5琴工ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ7044 髙橋 正晴 01:07:51.1ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ7045 坂本 幸繁 01:15:33.4ｻｶﾓﾄ ﾕｷｼｹﾞ7046 清水 和嘉 01:05:46.1ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖｼ7047 今金 元 01:47:17.1北海道補給処ｲﾏｶﾞﾈ ﾊｼﾞﾒ7048 菊地 貴之 01:47:23.4北海道補給処ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ7049 小川 正道 01:47:24.5北海道補給処ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ7050 柳原 潔 00:56:59.6ノーザンデポ(島松)ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｷﾖｼ7051 小西 富夫 01:32:41.3ｺﾆｼ ﾄﾐｵ7052 西 幸彦 00:53:28.0ﾆｼ ﾕｷﾋｺprinted:2017/02/20 16:51:09 1/2 ページTimed by　アイサム



第29回恵庭クロスカントリースキー大会 2017/02/19
氏名 記録ゼッケン

6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー6C：10km 歩くスキー

所属カナ7053 松田 宏明 01:10:17.2島松小学校ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ7054 櫻木 永久喜 01:42:03.4ｻｸﾗｷﾞ ﾄｵｷ7055 五日市 忠義 01:12:12.5のｲﾂｶｲﾁ ﾀﾀﾞﾖｼ7056 緒方 孝一 00:52:01.2南恵庭自衛隊ｵｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ7057 鵜居 正行 00:52:00.0南恵庭自衛隊ｳｲ ﾏｻﾕｷ7058 長内 賢悦 00:42:28.7ｵｻﾅｲ ｹﾝｴﾂ7059 鎌田 憲幸 01:37:15.9ｶﾏﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ7060 松本 輝 01:06:50.3ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ7061 水谷 哲夫 01:26:25.3三滝台クラブﾐｽﾞﾀﾆ ﾃﾂｵ7062 西脇 賢 00:55:01.5ﾆｼﾜｷ ｹﾝ7063 小泉 夕子 01:05:44.5那珂市ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ7064 南雲 健児 01:13:50.2ﾅｸﾞﾓ ｹﾝｼﾞ7065 平向 信吾 01:09:26.9ﾋﾗﾑｷ ｼﾝｺﾞ7067 石山 豊 00:57:53.3スリッパ卓球ｲｼﾔﾏ ﾕﾀｶ7068 浅田 誉 01:12:59.5恵明中学校ｱｻﾀﾞ ﾎﾏﾚ7069 浅田 善英 01:14:45.7ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ7070 五十嵐 邦春 01:40:24.0松恵小学校ｲｶﾞﾗｼ ｸﾆﾊﾙ7071 笠井 優凜 01:38:56.4松恵小学校ｶｻｲ ﾕｳﾘ7072 笠井 誠志朗 01:40:22.7松恵小学校ｶｻｲ ｾｲｼﾛｳ7073 橋本 至 01:30:46.2松恵小学校ﾊｼﾓﾄ ｲﾀﾙ7074 山本 芳彦 00:50:26.6真駒内自衛隊ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ7075 前田 篤男 01:01:01.722企画ﾏｴﾀﾞ ﾄｸｵ7076 小田島 一典 01:38:55.7個人ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ7077 越田 弘之 01:12:54.7ｺｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ7078 上村 吉徳 01:08:09.9ｶﾐﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ7079 森 英久 01:21:47.9陸上自衛隊北海道補給処ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾋｻ7080 五十嵐 清人 01:17:03.5ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾄ7081 鈴木 信宏 01:30:34.2ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ7082 岡崎 祐三 01:10:47.5ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ7083 植田 みゆき 01:03:54.4ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ7084 高橋 正道 00:51:51.8厚真歩くスキーﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾁ7085 袋 正昭 01:06:45.3ﾌｸﾛ ﾏｻｱｷ7086 濱野 等 00:51:45.9ﾊﾏﾉ ﾋﾄｼ7087 佐藤 健太郎 01:49:30.9ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ7088 風間 雅敏 01:51:17.3ｶｻﾞﾏ ﾏｻﾄｼ7089 後藤 美恵子 01:32:49.1ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ7090 山岸 淳 00:59:26.2ﾔﾏｷﾞｼ ｷﾖｼ7091 本多 正人 00:53:39.1N-Depﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ7092 春藤 孝幸 00:49:32.8ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ7093 柴田 周二 00:52:03.7北施隊本部ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ7094 松平 実 00:52:02.1北施隊本部ﾏﾂﾋﾗ ﾐﾉﾙ7095 木村 丈夫 01:06:54.9ｷﾑﾗ ﾀｹｵ
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