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6A：3km 歩くスキー6A：3km 歩くスキー6A：3km 歩くスキー6A：3km 歩くスキー

所属カナ3000 小林 和昭 00:23:21.6小樽走ろう会ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ3001 長尾 廣美 00:25:04.3ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ3002 武石 昭治 00:21:24.1恵み野歩くスキーﾀｹｲｼ ｼｮｳｼﾞ3005 太田 浩司 00:39:14.5松恵小学校ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ3006 太田 一歩 00:39:12.5松恵小学校ｵｵﾀ ｶｽﾞﾎ3007 浅利 武信 00:31:47.9ｱｻﾘ ﾀｹﾉﾌﾞ3008 浅利 一勇衣 00:34:48.7松恵小学校ｱｻﾘ ﾋｭｳｲ3009 斉藤 久美子 00:25:59.8新十津川RCｻｲﾄｳ ｸﾐｺ3010 松井 佑司 01:54:58.7初山別学園ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ3011 鈴木 俊春 01:55:36.2初山別学園ｽｽﾞｷ ﾄｼﾊﾙ3012 関 海里 01:55:31.4初山別学園ｾｷ ﾐｻﾄ3013 数井 雅之 00:33:55.3歌志内中学校ｶｽﾞｲ ﾏｻﾕｷ3014 渡辺 理成 00:29:54.4“サッポロビール”ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ3015 菅原 康平 00:41:01.0“サッポロビール”ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ3016 木村 亮太 00:29:26.8“サッポロビール”ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ3017 宮崎 史悠 00:39:56.6“サッポロビール”ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾋﾛ3018 法邑 慎太郎 00:26:12.9“サッポロビール”ﾎｳﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ3019 掃部 晃 00:39:32.0“サッポロビール”ｶﾓﾝ ｱｷﾗ3020 林 純平 00:32:11.7“サッポロビール”ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ3021 過足 裕介 00:46:34.9ﾖｷﾞｱｼ ﾕｳｽｹ3022 過足 釉夏 00:46:34.4ﾖｷﾞｱｼ ﾕﾅ3023 柴山 草太 00:27:35.4ｼﾊﾞﾔﾏ ｿｳﾀ3024 柴山 知樹 00:27:36.0松恵小学校ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ3025 柴山 梓 01:18:13.1ｼﾊﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ3026 柴山 花純 01:18:14.2ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾐ3027 柴山 柚葉 00:31:10.3松恵小学校ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ3028 三浦 健輔 00:18:28.6恵庭TACﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ3029 三浦 菜月 00:21:31.4恵庭TACﾐｳﾗ ﾅﾂｷ3030 村上 喜彦 00:38:44.9松恵小学校ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾋｺ3031 藤田 幸一 00:37:06.3ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ3032 吉野 宏治 00:19:25.4北海道補給処ﾖｼﾉ ｺｳｼﾞ3033 浅田 静佳 00:38:04.3ｱｻﾀﾞ ｼｽﾞｶ3034 浅田 傑 00:32:29.9松恵小学校ｱｻﾀﾞ ｽｸﾞﾙ3035 山口 芳昭 00:40:59.6松恵小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ3036 鳥海 和子 00:32:17.9厚真スキー協会ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞｺ3037 鳥海 杏那 00:29:34.3ﾄﾘｳﾐ ｱﾝﾅ3038 阿部 実 00:50:57.1松恵小学校ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ3039 松岡 蓮 00:28:25.9松恵小学校ﾏﾂｵｶ ﾚﾝ3040 中野 来美 00:46:36.8松恵小学校ﾅｶﾉ ｸﾐ3041 田中 大和 00:50:55.3松恵小学校ﾀﾅｶ ﾔﾏﾄ3042 田中 達也 00:36:53.9松恵小学校ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ3043 笠井 隆梧朗 00:38:01.9松恵小学校ｶｻｲ ﾘｭｳｺﾞﾛｳ3044 海野 玲央奈 00:34:56.8松恵小学校ｳﾐﾉ ﾚｵﾅ3045 秋本 麻瑚 00:40:55.5松恵小学校ｱｷﾓﾄ ﾏｺ3046 安田 藍人 00:32:30.8松恵小学校ﾔｽﾀﾞ ｱｲﾄ3047 今野 一哉 00:46:37.0松恵小学校ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾔ3048 長澤 孝悦 00:20:51.4北海道補給処ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾖｼ3049 冨田 和希 00:31:17.3CANﾄﾐﾀ ﾔｽｷ3050 三浦 正寛 00:45:15.8ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ3051 高橋 望 00:39:28.6ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑprinted:2017/02/20 16:49:25 1/2 ページTimed by　アイサム
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所属カナ3052 岡田 智憲 00:39:29.0ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ3053 熊谷 マサ子 00:41:22.9ベアーズｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｺ3054 鈴木 寿 01:00:54.8ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ3055 木村 淳 00:17:59.2木村ファミリーｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ3056 木村 康佑 00:17:54.1木村ファミリーｷﾑﾗ ｺｳｽｹ3057 横谷 一宏 00:46:45.6ウィルダネスﾖｺﾔ ｶｽﾞﾋﾛ3058 髙橋 響 00:29:30.2松恵小学校ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ3059 中鉢 大喬 00:25:21.3恵庭リトルシニアﾅｶﾊﾁ ﾋﾛﾀｶ3060 森谷 勇輝 00:18:59.9恵庭リトルシニアﾓﾘﾔ ﾕｳｷ3061 長谷川 航汰 00:21:01.7恵庭リトルシニアﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀ3062 石山 蓮 00:22:44.2恵庭リトルシニアｲｼﾔﾏ ﾚﾝ3063 藤田 大誠 00:23:12.3恵庭リトルシニアﾌｼﾞﾀ ﾀｲｾｲ3064 岩名 航汰 00:22:44.6恵庭リトルシニアｲﾜﾅ ｺｳﾀ3065 佐藤 大和 00:23:51.8恵庭リトルシニアｻﾄｳ ﾔﾏﾄ3066 稲垣 滋 00:38:08.6ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ3067 伊藤 義浩 00:18:13.4ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ3068 伊藤 颯真 00:18:12.3ｲﾄｳ ｿｳﾏ3069 後藤 心策 00:42:15.3ｺﾞﾄｳ ｼﾝｻｸ3070 安藤 千絵 00:56:45.0倶知安クロスカントリースキー少ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｴ3072 櫻井 恵子 00:36:49.8白老歩くスキーｻｸﾗｲ ｹｲｺ3073 番場　裕介 00:20:37.5

printed:2017/02/20 16:49:25 2/2 ページTimed by　アイサム


