
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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

カナ 所属3001 佐久間 明光 0:25:30.3ｻｸﾏ ｱｹﾐﾂ3002 大竹 健一 0:25:32.2ｵｵﾀｹ ｹﾝｲﾁ 白老歩くスキー同好会3003 坂本 和利 0:32:39.9ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ3004 長尾 廣美 0:34:41.3ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ3005 斉藤 久美子 0:33:34.5ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 新十津川ＲＣ3006 一條 靖彦 0:40:33.8ｲﾁｼﾞｮｳ ﾔｽﾋｺ 北海道補給処3007 益山 友和 0:50:31.6ﾏｽﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ3008 益山 優風 0:50:29.8ﾏｽﾔﾏ ﾕｳ3009 杉本 敏夫 0:28:29.7ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｵ3010 森川 幸一 0:40:18.4ﾓﾘｶﾜ ｺｳｲﾁ3011 谷口 翔平 0:44:40.3ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ3012 木村 大輔 0:44:35.9ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ3013 長澤 孝悦 0:33:17.7ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾖｼ 北海道補給処3014 数井 雅之 0:39:41.9ｶｽﾞｲ ﾏｻﾕｷ 江陽中学校3015 過足 裕介 0:40:23.6ﾖｷﾞｱｼ ﾕｳｽｹ3016 過足 釉夏 0:40:22.8ﾖｷﾞｱｼ ﾕﾅ 松恵小学校3019 掃部 晃 0:41:11.4ｶﾓﾝ ｱｷﾗ サッポロビール3020 増渕 隆昭 0:28:31.1ﾏｽﾌﾞﾁ ﾀｶｱｷ サッポロビール3021 草部 朋香 0:34:05.7ｸｻﾍﾞ ﾄﾓｶ サッポロビール3022 松崎 富士郎 0:32:13.8ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｼﾞｵ サッポロビール3023 佐藤 孝則 0:35:20.4ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ サッポロビール3024 徳田 健一 0:41:25.1ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 松恵小学校3025 加藤 敏幸 0:50:40.5ｶﾄｳ ﾄｼﾕｷ 松恵小学校3026 大浦 真耶 1:44:51.4ｵｵｳﾗ ﾏﾔ 松恵小学校3027 須甲 麗央 0:50:14.0ｽｺｳ ﾚｵﾝ 松恵小学校3028 柴山 花純 0:39:39.3ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾐ 松恵小学校3029 外崎 百菜 0:41:18.6ﾄﾉｻｷ ﾓﾓﾅ 松恵小学校3030 石田 優花 0:35:45.0ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶ3031 石田 優子 0:35:45.4ｲｼﾀﾞ ﾕｳｺ3032 熊谷 マサ子 0:47:05.4ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｺ ベアーズ3033 太田 浩司 0:44:17.5ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ3034 太田 紡 0:44:17.2ｵｵﾀ ﾂﾑｸﾞ 松恵小学校3036 工藤 陽一 0:45:12.2ｸﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ3037 本間 博道 0:18:26.7ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾐﾁ AGSOB山遊会3038 宇田 昇子 1:24:45.4ｳﾀﾞ ﾉﾘｺ 初山別学園3039 佐藤 政行 1:25:00.5ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 初山別学園3040 寺島 ゆかり 1:24:55.9ﾃﾗｼﾏ ﾕｶﾘ 初山別学園3041 鈴木 俊春 1:00:25.3ｽｽﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 初山別学園3042 長谷川 昭典 0:59:39.7ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 初山別学園3044 阿部 匠太郎 0:26:44.8ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 恵庭リトルシニア3045 高田 蓮 0:24:12.0ﾀｶﾀﾞ ﾚﾝ 恵庭リトルシニア3047 石山 塁 0:27:41.8ｲｼﾔﾏ ﾙｲ 恵庭リトルシニア3048 福本 偲留 0:27:02.2ﾌｸﾓﾄ ｼﾘｭｳ 恵庭リトルシニア3049 笹原 泰二郎 0:22:11.2ｻｻﾊﾗ ﾀｲｼﾞﾛｳ 恵庭リトルシニア3050 渡邊 颯 0:30:05.2ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ 恵庭リトルシニア3051 戸川 珠利 0:25:01.9ﾄｶﾞﾜ ｼｭﾘ 恵庭リトルシニア3052 野村 蒼空 0:26:53.3ﾉﾑﾗ ｱｸｱ 恵庭リトルシニア3053 佐藤 史都 0:21:06.3ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ 恵庭リトルシニア3054 長井 克己 0:27:24.5ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾐ3055 長井 莉乃愛 0:25:01.4ﾅｶﾞｲ ﾘﾉｱprinted:2019/02/18 10:50:54 1/7 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

3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー3km 歩くスキー

カナ 所属3056 漆原 隆 0:31:59.9ｳﾙｼﾊﾗ ﾀｶｼ 調達会計部3057 佐藤 智恵 0:43:29.4ｻﾄｳ ﾄﾓｴ 空知の風3058 佐藤 美晴 0:53:25.4ｻﾄｳ ﾐﾊﾙ 新婦人岩見沢3060 鈴木 寿 0:50:28.3ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ3061 笹木 聖吾 0:47:41.4ｻｻｷ ｾｲｺﾞ 北部方面後方支援隊3062 向江村 進 0:30:56.4ﾑｶｴﾑﾗ ｽｽﾑ3063 田中 晨敬 0:26:21.3ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾘ3064 木村 淳 0:18:23.6ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 木村ファミリー3065 木村 康佑 0:16:25.9ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 木村ファミリー3066 的場 魁杜 0:20:31.4ﾏﾄﾊﾞ ｶｲﾄ 西の里3067 的場 蒼弥 0:38:52.9ﾏﾄﾊﾞ ｿｳﾔ 西の里小学校3069 上原 直人 0:35:53.6ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 北海道補給処3070 辰巳 英司 0:58:10.0ﾀﾂﾐ ｴｲｼﾞ 英司＆桃菜RC3071 辰巳 桃菜 0:58:08.3ﾀﾂﾐ ﾓﾓﾅ 英司＆桃菜RC3072 的場 知未 0:54:34.3ﾏﾄﾊﾞ ﾄﾓﾐ 西の里小学校3073 的場 陽飛 0:54:34.7ﾏﾄﾊﾞ ﾊﾙﾋ 西の里小学校3074 冨田 和希 0:31:15.6ﾄﾐﾀ ﾔｽｷ CAN3075 坂口 周祐 0:34:08.2ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳｽｹ CAN3076 南端 博 0:35:49.3ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ CAN3077 千葉　大地 0:27:34.1ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 恵庭リトルシニア3078 熊谷　理功 0:36:21.4ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ 恵庭リトルシニア3079 佐藤　凱 0:30:59.6ｻﾄｳ ﾄｷ 恵庭リトルシニア3080 田中 美和 0:50:38.2ﾀﾅｶ ﾐﾜ3081 田中 沙和 0:50:35.0ﾀﾅｶ ｻﾜ
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