
BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

3001 木村 佐智子 ｷﾑﾗ ｻﾁｺ 00:44:26.7

3002 竹森 桐人 ﾀｹﾓﾘ ｷﾘﾄ 00:27:06.1

3003 竹森 美那 ﾀｹﾓﾘ ﾐﾅ 00:40:42.9

3004 竹森 弘美 ﾀｹﾓﾘ ﾋﾛﾐ 00:41:47.2

3005 白取 裕也 ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾔ 00:32:38.1

3006 白取 太郎 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾛｳ 松恵小学校 00:32:36.8

3008 藤田 幸一 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ 00:35:39.6

3011 福島 渺子 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｺ 白老歩くスキー会 00:34:44.7

3012 福島 幸作 ﾌｸｼﾏ ｺｳｻｸ 白老歩くスキー会 00:41:29.6

3013 鳥海 和子 ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞｺ 厚真歩くスキー協会 00:35:26.9

3015 小笠原 輝幸 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾕｷ 恵庭市教頭会 00:26:43.0

3016 山口 広美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 00:27:22.7

3017 工藤 輝大 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:37:57.6

3018 工藤 翔大 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:28:02.6

3019 三浦 駿輔 ﾐｳﾗ ｼｭﾝｽｹ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:25:11.3

3020 三浦 菜月 ﾐｳﾗ ﾅﾂｷ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:28:47.5

3021 三浦 健輔 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:26:12.5

3022 亀山 颯太 ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:28:11.3

3024 川内谷 鎌 ｶﾜｳﾁﾔ ﾚﾝ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:28:48.4

3025 萱森 琉生 ｶﾔﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:36:50.5

3026 豊田 将誠 ﾄﾖﾀ ｼｮｳﾏ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:28:38.4

3027 杉澤 喜一 ｽｷﾞｻﾜ ｷｲﾁ 00:38:44.4

3028 大竹 秀一 ｵｵﾀｹ ｼｭｳｲﾁ 00:27:14.4

3029 大竹 望 ｵｵﾀｹ ﾉｿﾞﾐ 00:35:17.6

3030 佐々木 新 ｻｻｷ ｱﾗﾀ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:25:55.9

3031 佐々木　 南 ｻｻｷ ﾐﾅﾐ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団 00:40:38.6

3032 高橋 敦志 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 00:32:32.1

3033 大森 麻衣 ｵｵﾓﾘ ﾏｲ 松恵小学校 00:30:50.6

3034 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 松恵小学校 00:33:00.8

3035 髙橋 響 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 松恵小学校 00:53:22.7

3036 吉田 真悠 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 松恵小学校 00:32:06.4

3037 大竹 彩心 ｵｵﾀｹ ｱｺ 松恵小学校 00:35:16.5

3038 井上 滉貴 ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 松恵小学校 00:37:56.7

3039 井上 栞里 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 松恵小学校 00:30:38.4

3040 橋本 至 ﾊｼﾓﾄ ｲﾀﾙ 松恵小学校 00:28:08.4

3041 宍戸 裕一 ｼｼﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 松恵小学校 00:36:09.1

3043 高木 龍輝 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳｷ 松恵小学校 00:31:59.0

3044 斉木 彩花 ｻｲｷ ｱﾔｶ 松恵小学校 00:31:13.6

3045 柏 幸輝 ｶｼﾜ ﾄｼｷ 松恵小学校 00:43:40.6

3046 本元 里沙 ﾎﾝﾓﾄ ﾘｻ 松恵小学校 00:30:32.3

3047 笠井 優凜 ｶｻｲ ﾕｳﾘ 松恵小学校 00:37:21.5

氏　　　　　　　名

歩くスキー３km

２６ｔｈ　ENIWA　Cross　Country　Ski　Race



BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

3049 篠嵜 雄太郎 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 松恵小学校 00:27:39.8

3050 柏 和篤 ｶｼﾜ ｶｽﾞﾏ 松恵小学校 00:31:57.7

3052 笹川 紗希 ｻｻｶﾜ ｻｷ 松恵小学校 00:25:14.2

3053 太田 茉侑 ｵｵﾀ ﾏｳ 松恵小学校 00:29:58.1

3054 大竹 史乃 ｵｵﾀｹ ｼﾉ 松恵小学校 00:27:12.4

3055 石川 晄大 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 松恵小学校 00:43:06.8

3056 笠井 誠志朗 ｶｻｲ ｾｲｼﾛｳ 松恵小学校 00:37:20.3

3057 太田 一歩 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾎ 松恵小学校 00:42:24.4

3058 津﨑 青空 ﾂｻﾞｷ ｿﾗ 松恵小学校 00:56:59.4

3059 松川 はぐ ﾏﾂｶﾜ ﾊｸﾞ 松恵小学校 00:41:39.7

3061 本保 実花 ﾎﾝﾎﾞ ﾐｶ 松恵小学校 00:39:36.1

3062 江刺 明 ｴｻｼ ﾒｲ 松恵小学校 00:36:00.6

3063 村上 恵太郎 ﾑﾗｶﾐ ｹｲﾀﾛｳ 松恵小学校 00:55:40.3

3064 三宅 夢果 ﾐﾔｹ ﾕﾒｶ 松恵小学校 00:35:30.4

3066 嘉屋 友梨花 ｶﾔ ﾕﾘｶ 松恵小学校 00:31:13.7

3069 山口 京華 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 松恵小学校 00:23:32.7

3071 山内 利貴 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾀｶ 00:25:28.3

3072 本保 智美 ﾎﾝﾎﾞ ﾄﾓﾐ 00:39:37.9

3075 髙橋 こゆき ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ 00:37:20.3

3076 髙橋 康代 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾖ 00:37:19.8

3079 太田 浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 松恵小学校Ｐ 00:42:25.2

3080 望月 正昭 ﾓﾁｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 00:33:57.4

3081 望月 アニー ﾓﾁｽﾞｷ ｱﾆｰ 00:33:30.6

3082 柏谷 晃 ｶｼﾜﾔ ｱｷﾗ えこりん村 00:37:09.4

3083 阿部 深貴 ｱﾍﾞ ﾐｷ えこりん村 00:37:09.3

3084 吉川 昌秀 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ ＣＡＮ 00:23:21.9

3085 佐久間 博之 ｻｸﾏ ﾋﾛﾕｷ ＣＡＮ 00:36:27.8

3086 平井 眞一郎 ﾋﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＣＡＮ 00:33:28.4

3087 竹下 信宏 ﾀｹｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＣＡＮ 00:34:29.0

3088 菊地 武 ｷｸﾁ ﾀｹｼ ＣＡＮ 00:33:36.7

3089 八木 大輔 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＣＡＮ 00:25:35.7

3090 加瀬 将志 ｶｾ ﾏｻｼ ＣＡＮ 00:35:43.9

3091 藤田 元気 ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｷ ＣＡＮ 00:36:01.2

3092 近藤 啓二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾂｸﾞ ＣＡＮ 00:28:01.6

3093 日下部 賢治 ｸｻｶﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 00:30:39.6

氏　　　　　　　名

２６ｔｈ　ENIWA　Cross　Country　Ski　Race



BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

5000 両瀬 次男 ﾘｮｳｾ ﾂｷﾞｵ 恵庭歩くスキー 00:48:29.8

5001 村田 泰治 ﾑﾗﾀ ﾀｲｼﾞ 恵庭歩くスキークラブ 00:54:10.0

5002 谷井 昌輝 ﾀﾆｲ ﾏｻﾃﾙ 恵庭歩くスキークラブ 00:42:27.4

5003 鈴木 泰 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 恵庭市体育協会 00:39:41.1

5004 髙村 武仁 ﾀｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ ちとせＰ・Ｐ・Ｋ 00:47:41.8

5005 島津 悟 ｼﾏｽﾞ ｻﾄﾙ 恵庭歩くスキークラブ 00:51:05.8

5006 竹中 輝男 ﾀｹﾅｶ ﾃﾙｵ 00:43:40.0

5007 山下 かつこ ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｺ 00:56:03.6

5008 坪田 栄五郎 ﾂﾎﾞﾀ ｴｲｺﾞﾛｳ ときめき隊ＭＣ 00:56:03.7

5009 出崎 浩一 ﾃﾞｻｷ ｺｳｲﾁ 00:26:17.1

5010 長尾 廣美 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛﾐ 00:37:02.4

5011 竹田 稔 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ フリー 00:51:19.9

5012 髙橋 正夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ チームオリゴノール 00:28:18.5

5017 武石 昭治 ﾀｹｲｼ ｼｮｳｼﾞ 00:26:45.6

5018 渡邉 清 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ 倶知安歩くスキーの会 00:30:04.4

5019 高橋 武男 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 00:47:46.7

5020 平山 道男 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾁｵ 白老歩くスキー同好会 01:02:56.5

5021 石橋 敬一 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｶｽﾞ 厚真歩くスキー 00:43:27.6

5022 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 恵庭走友会 00:42:25.6

5023 田代 弘 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾑ 浦河スキー協会 00:37:36.6

5024 千葉 進 ﾁﾊﾞ ｽｽﾑ 倶知安歩くスキーの会 00:30:01.9

5025 吉村 敏雄 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼｵ 00:47:53.4

5026 数井 雅之 ｶｽﾞｲ ﾏｻﾕｷ 00:54:13.2

5027 松本 博樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 恵庭市民 00:41:32.7

5028 工藤 陽一 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 恵庭歩くスキークラブ 00:56:11.1

5029 菅原 生巳男 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 恵庭歩くスキースラブ 00:47:03.4

5030 平田 航大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 千中はまなす 00:28:43.1

5031 柳谷 達博 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀﾂﾋﾛ 00:47:55.5

5032 天野 仁 ｱﾏﾉ ﾋﾄｼ “サッポロビール” 00:37:30.7

5033 潮井 徹 ｼｵｲ ﾄｵﾙ “サッポロビール” 00:48:21.4

5034 林 純平 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ “サッポロビール” 00:37:41.0

5035 川野輪 隆 ｶﾜﾉﾜ ﾀｶｼ “サッポロビール” 00:41:58.2

5036 堀田 隼郎 ﾎｯﾀ  ｼｭﾝﾛｳ “サッポロビール” 00:46:20.9

5037 日山 琢磨 ﾋﾔﾏ ﾀｸﾏ “サッポロビール” 00:46:12.6

5038 古田 智也 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ “サッポロビール” 00:40:53.2

5039 中田 義也 ﾅｶﾀ ﾖｼﾔ “サッポロビール” 00:43:36.6

5040 臼杵 幹朗 ｳｽｷ ﾐｷｵ “サッポロビール” 00:47:11.6

5041 高橋 智 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ “サッポロビール” 00:43:36.9

5042 鎌田 佳浩 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 松恵ＲＣ 00:31:22.0

5043 朝日 留吉 ｱｻﾋ ﾄﾒｷﾁ 00:41:19.5

5044 岩崎 泰夫 ｲﾜｻｷ ﾔｽｵ 00:35:23.0

5045 菊池 行夫 ｷｸﾁ ﾕｷｵ 倶知安歩くスキーの会 00:29:57.8

歩くスキー５km

氏　　　　　　　名
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BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

5046 杉本 敏夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｵ 00:40:42.8

5047 錦古里 知樹 ﾆｼｺﾘ ﾄﾓｷ 00:48:47.0

5049 中野 清正 ﾅｶﾉ ｷﾖﾀﾀﾞ 00:41:56.7

5050 佐藤 典三 ｻﾄｳ ﾃﾝｿﾞｳ 北海道歩くスキー協会 00:48:36.0

5051 杉山 勝登志 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 様似スキー協会 00:33:41.2

5052 藤井 創 ﾌｼﾞｲ ﾊｼﾞﾒ チーム　オリゴノール 00:56:04.3

5053 工藤 悠大 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 恵庭ＴＡＣ　スポーツ少年団00:40:55.3

5054 穂積 邦彦 ﾎﾂﾞﾐ ｸﾆﾋｺ 恵庭市教育委員会 00:40:58.3

5055 前田 なみ子 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾐｺ 00:37:50.1

5056 田口 哲明 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾂｱｷ ＮＰＯ水環境北海道 00:52:05.6

5057 畑島 ミチ子 ﾊﾀｼﾏ ﾐﾁｺ 00:46:56.9

5059 梅根 悟嗣 ｳﾒﾈ ｻﾄﾂｸﾞ 松恵小学校 00:51:56.9

5060 伊藤 大将 ｲﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 松恵小学校 00:40:53.4

5061 境 洋司 ｻｶｲ ﾖｳｼﾞ 松恵小学校 00:45:19.9

5062 鎌田 航太郎 ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 松恵小学校 00:40:10.4

5063 笠井 香太朗 ｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ 松恵小学校 00:48:11.5

5064 津﨑 太陽 ﾂｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 松恵小学校 00:51:55.7

5065 井上 湧斗 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 松恵小学校 00:47:43.0

5066 本保 森魚 ﾎﾝﾎﾞ ﾓﾘｵ 松恵小学校 00:43:15.4

5067 浅田 誉 ｱｻﾀﾞ ﾎﾏﾚ 松恵小学校 00:48:11.9

5068 宍戸 萌恵 ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 松恵小学校 00:43:35.8

5069 松川 にこ ﾏﾂｶﾜ ﾆｺ 松恵小学校 00:43:08.4

5070 後藤 美恵子 ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ 00:43:10.7

5072 山村 健史 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 恵庭市教頭会 00:38:02.0

5073 蓮池 武士 ﾊｽｲｹ ﾀｹｼ 01:04:52.4

5074 岩田 博明 ｲﾜﾀ ﾋﾛｱｷ 00:40:22.4

5075 城野 文久 ｼﾛﾉ ﾌﾐﾋｻ 江別市立江別第一中学校 00:26:12.5

5076 元木 仁 ﾓﾄｷ ﾋﾄｼ 01:08:59.0

5079 向江村 進 ﾑｶｴﾑﾗ ｽｽﾑ 00:44:04.8

5080 疋田 一雄 ﾋｷﾀ ｶｽﾞｵ 00:48:37.5

5082 髙橋 孝次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 00:50:51.5

5083 三木 英博 ﾐｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ 00:43:46.6

5084 橋爪 好伸 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼﾉﾌﾞ 00:48:18.2

5085 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 01:02:05.6

5086 浅田 善英 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 00:52:07.1

5087 前田 篤男 ﾏｴﾀﾞ ﾄｸｵ ＮＡＬｏｇ 00:50:10.7

5088 柴田 利男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 恵庭市 00:46:01.2

5089 柴田 美津子 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｺ 恵庭市 00:48:39.2

5090 佐藤 直己 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 恵庭中学校 00:42:15.9

5091 鈴木 昌芳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ ＮＡＬｏｇ 00:50:10.8

5092 森田 定一 ﾓﾘﾀ ｻﾀﾞｲﾁ 厚真歩くスキー協会 00:40:01.4

5093 加藤 久美子 ｶﾄｳ ｸﾐｺ 山久会 00:41:32.8

氏　　　　　　　名

２６ｔｈ　ENIWA　Cross　Country　Ski　Race



BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

5094 道言 ヱミ子 ﾄﾞｳｺﾞﾝ ｴﾐｺ 00:44:57.1

5095 山田 一男 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 00:48:42.4

5097 山本 昭雄 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｵ 00:45:14.3

5098 勝谷 英正 ｶﾂﾔ ﾋﾃﾞﾏｻ 01:07:57.2

5099 池田 肇 ｲｹﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 00:25:53.9

5101 菊地 美枝 ｷｸﾁ ﾖｼｴ 00:46:23.4

5102 上野 悦子 ｳｴﾉ ｴﾂｺ 浦河スキー協会 00:42:00.9

5104 沼 行男 ﾇﾏ ﾕｷｵ 浦河スキー協会 00:37:22.8

5105 東 利夫 ｱｽﾞﾏ ﾄｼｵ 浦河スキー協会 00:31:04.5

5106 板本 秀勝 ｲﾀﾓﾄ ﾋﾃﾞｶﾂ 浦河スキー協会 00:27:14.5

5107 杉立 利一 ｽｷﾞﾀﾁ ﾄｼｲﾁ 浦河スキー協会 00:31:05.0

5108 多田 正昭 ﾀﾀﾞ ﾏｻｱｷ 浦河スキー協会 00:50:29.4

5109 工藤 郁夫 ｸﾄﾞｳ ｲｸｵ 00:48:40.6

5110 本保 誠 ﾎﾝﾎﾞ ﾏｺﾄ 00:43:16.1

5111 北舘 健太郎 ｷﾀﾀﾞﾃ ｹﾝﾀﾛｳ 00:33:45.3

5112 桜井 考二 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ ピーチャンクラブ 00:47:17.4

5113 植田 みゆき ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ 00:42:55.4

5114 櫻井 信行 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 白老歩くスキー同好会 00:42:33.2

5115 櫻井 恵子 ｻｸﾗｲ ｹｲｺ 白老歩くスキー同好会 00:51:56.6

5116 伊藤 嘉雄 ｲﾄｳ ﾖｼｵ 札幌陸協 00:52:41.4

5117 津﨑　美帆 ﾂｻﾞｷ ﾐﾎ 00:56:59.9

5118 田村 秋夫 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 倶知安歩くスキーの会 00:30:04.2

氏　　　　　　　名

２６ｔｈ　ENIWA　Cross　Country　Ski　Race



BIB 　　　所　　　　属 T　I　M　E

7000 荒木 勝昭 ｱﾗｷ ｶﾂｱｷ ちとせＰＰＫ 01:07:46.8

7001 木村 丈夫 ｷﾑﾗ ﾀｹｵ 01:42:18.0

7002 川嶋 修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ ＸＣーマコマナイ 01:21:48.9

7003 小林 憲男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 01:43:20.3

7005 竹田津 幸次 ﾀｹﾀﾂﾞ ｺｳｼﾞ 01:06:29.0

7007 山本 修 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 01:07:23.1

7008 福田 博亮 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 白老歩くスキー 01:12:20.0

7009 近藤 康史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ 01:37:12.9

7010 植村 敏男 ｳｴﾑﾗ ﾄｼｵ 01:12:35.3

7011 森本 國男 ﾓﾘﾓﾄ ｸﾆｵ 厚真歩くスキー 01:29:52.8

7012 石田 馨 ｲｼﾀﾞ ｶｵﾙ 北広島歩くスキー協会 01:19:03.5

7013 谷口 彰 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾗ アサヒカイゴ 01:47:51.3

7014 髙橋 義治 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｼﾞ 恵庭走友会 01:03:58.7

7016 千葉 純也 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 丸久中央物産（株） 01:16:19.0

7017 宮越 繁喜 ﾐﾔｺｼ ｼｹﾞｷ 小樽市消防本部 01:29:29.9

7020 佐藤 雅行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 恵庭ＲＣ 01:12:11.6

7021 天谷 道子 ｱﾏﾔ ﾐﾁｺ オン　ザ　ロード 01:36:32.6

7022 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 01:21:42.6

7023 岡本 和雄 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ ＲＭＣ 01:32:41.0

7024 久富 恵 ｸﾄﾐ ﾒｸﾞﾐ 01:28:55.4

7026 藤井 麗子 ﾌｼﾞｲ ﾚｲｺ 飯豊連峰大好き 02:43:18.0

7027 岩城 信吉 ｲﾜｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 01:30:21.0

7028 山本 正彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 平岡歩こう会 01:29:00.9

7029 神 雄平 ｼﾞﾝ ﾕｳﾍｲ 01:15:42.2

7030 浜野 三喜男 ﾊﾏﾉ ﾐｷｵ 01:37:38.7

7031 岡崎 祐三 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 01:16:12.6

7032 廣瀬 雄太 ﾋﾛｾ ﾕｳﾀ 松恵小学校 01:30:47.0

7034 後藤 一平 ｺﾞﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 01:36:09.7

7035 尾張 邦彦 ｵﾊﾘ ｸﾆﾋｺ 01:33:02.3

7036 正木 裕太 ﾏｻｷ ﾕｳﾀ 北広島高校野球部 01:15:02.1

7037 森 大成 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 北広島高校野球部 01:11:36.2

7038 武田 成喜 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾙｷ 北広島高校野球部 01:18:02.7

7039 山本 皓一 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 北広島高校野球部 01:16:16.2

7040 山本 飛日輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 北広島高校野球部 01:15:14.0

7041 奥山 幹己 ｵｸﾔﾏ ﾓﾄｷ 北広島高校野球部 01:13:08.9

7042 金子 周磨 ｶﾈｺ ｼｭｳﾏ 北広島高校野球部 01:15:03.5

7043 高橋 遼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 北広島高校野球部 01:08:59.9

7044 松田 潤 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 北広島高校野球部 01:06:10.1

7045 星野 匠 ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 北広島高校野球部 01:19:29.3

7046 村上 祥太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 北広島高校野球部 01:17:56.6

歩くスキー１０km

氏　　　　　　　名
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BIB

7047 小國 直道 ｵｸﾞﾆ ﾅｵﾐﾁ 北広島高校野球部 01:23:32.4

7048 中川 智博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 北広島高校野球部 01:13:51.7

7049 興村 拓 ｵｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 北広島高校野球部 01:06:25.8

7050 久野 峻弥 ﾋｻﾉ ｼｭﾝﾔ 北広島高校野球部 01:19:27.8

7051 里見 大征 ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ 北広島高校野球部 01:15:20.3

7052 本間 雄貴 ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 北広島高校野球部 01:13:18.6

7053 舩田 悠太 ﾌﾅﾀﾞ ﾕｳﾀ 北広島高校野球部 01:11:15.9

7054 山本 諒太 ﾏﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 北広島高校野球部 01:13:49.0

7055 原 徹朗 ﾊﾗ ﾃﾂﾛｳ 北広島高校野球部 01:13:36.4

7056 高松 大輔 ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 北広島高校野球部 01:16:14.8

7057 虻川 峻輝 ｱﾌﾞｶﾜ ｼｭﾝｷ 北広島高校野球部 01:19:52.4

7058 安宅 信太朗 ｱﾀｹ ｼﾝﾀﾛｳ 北広島高校野球部 01:08:54.5

7059 久保田 大雅 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 北広島高校野球部 01:21:44.6

7060 小嶋 亮太 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 北広島高校野球部 01:15:35.5

7061 小林 瑠征 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 北広島高校野球部 01:24:00.0

7062 斉藤 佑平 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ 北広島高校野球部 01:24:12.5

7063 桜田 匠 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 北広島高校野球部 01:14:27.7

7064 松田 海斗 ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 北広島高校野球部 01:24:16.3

7065 桃野 輝文 ﾓﾓﾉ ﾃﾙﾌﾐ 北広島高校野球部 01:17:31.2

7066 堀 昇平 ﾎﾘ ｼｮｳﾍｲ 北広島高校野球部 01:10:53.1

7067 龍前 耕平 ﾘｭｳﾏｴ ｺｳﾍｲ 北広島高校野球部 01:13:51.9

7068 佐々木 蓮 ｻｻｷ ﾚﾝ 北広島高校野球部 01:20:09.5

7069 竹内 直輝 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 北広島高校野球部 01:25:38.0

7070 畑田 晃佑 ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｽｹ 北広島高校野球部 01:26:46.3

7071 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 北広島高校野球部 01:23:56.9

7073 北島 充 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 北広島高校野球部 01:15:53.9

7074 中田 悠輔 ﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 北広島高校野球部 01:16:13.1

7075 二階堂 翔 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｶｹﾙ 北広島高校野球部 01:17:59.2

7076 丸子 貴洋 ﾏﾙｺ ﾀｶﾋﾛ 北広島高校野球部 01:24:46.9

7077 井上 正行 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 北広島高校野球部 01:18:05.7

7078 宇都宮 徹 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄｵﾙ 北広島高校野球部 01:25:20.1

7079 湯淺 吏矩 ﾕｱｻ ﾘｸ 北広島高校野球部 01:12:16.1

7081 嶋田 武志 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 01:13:33.0

7082 大久保 秀逸 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｲﾂ 01:03:45.1

7083 笹川 幹晴 ｻｻｶﾞﾜ ﾐｷﾊﾙ 砂川歩くスキークラブ 01:20:47.3

7084 笹川 和子 ｻｻｶﾜ ｶｽﾞｺ 砂川市 01:16:53.6

7085 菊地 清 ｷｸﾁ ｷﾖｼ ヤマキ 01:11:42.8

7086 村上 豊 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ 01:08:34.5

7087 西 幸彦 ﾆｼ ﾕｷﾋｺ 01:00:55.7

7088 福田 洋司 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 02:22:55.9

7089 石田 光汰 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 山久会（山の手小学校） 01:28:49.4

7090 浜野 等 ﾊﾏﾉ ﾋﾄｼ 01:07:16.4

２６ｔｈ　ENIWA　Cross　Country　Ski　Race
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7091 石田 まり ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ 山久会 01:38:45.0

7092 音島 純子 ｵﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 松恵小学校 01:05:34.0

7093 佐藤 功平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 北海道補給処 02:44:17.4

7094 高柳 政文 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾌﾐ 北海道補給処 02:44:19.5

7095 元脇 和彦 ﾓﾄﾜｷ ｶｽﾞﾋｺ チーム　翡翠 02:22:58.1

7096 福本 昌司 ﾌｷﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 02:22:58.5

7097 山口 浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 泉沢小学校 01:31:38.0

7098 森 孝之 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 浦河スキー協会 01:01:48.9

7099 三橋 紘太 ﾐﾂﾊｼ ｺｳﾀ 西部中学校 00:59:10.0

7100 三橋 昇平 ﾐﾂﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 西部小 00:51:29.3

7101 花井 多恵 ﾊﾅｲ ﾀｴ ニセコひらふ　どんがめクラブ01:29:44.4

7102 花井 悟 ﾊﾅｲ ｻﾄﾙ ニセコひらふ　どんがめクラブ01:10:55.8

7103 木原 拓 ｷﾊﾗ ﾀｸ さるのこしかけ 01:36:18.7

7104 山岸 淳 ﾔﾏｷﾞｼ ｷﾖｼ 01:36:42.0

7105 高橋 正道 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾁ 厚真歩くスキー 00:57:10.1

7106 小田原 良江 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾖｼｴ 01:50:23.2

7108 中島 伸二 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ ＳＦＲＣ 01:24:03.9

7109 川田 卓司 ｶﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 石南花ＲＣ 01:35:38.6

7111 大迫 司 ｵｵｻｺ ﾂｶｻ 01:08:53.8

7112 根岸 尚志 ﾈｷﾞｼ ﾀｶｼ 01:49:22.5

7113 勝見 秀吉 ｶﾂﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ 01:10:22.3

7114 長田 英一郎 ｵｻﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 01:20:13.6

7115 山頭 源太郎 ﾔﾏｶﾞｼﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 01:10:22.2

7116 佐藤 大五郎 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 01:02:41.9

7117 茂木 隆広 ﾓｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 01:17:27.1

7118 蒲原 昌也 ｺﾏﾊﾗ ﾏｻﾔ 01:11:56.0

7119 松本 誠 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 01:08:24.0

7120 遠山 智一 ﾄｵﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 01:29:30.0

7121 中村 宗文 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾌﾐ 01:02:43.1

7122 神山 暖基 ｺｳﾔﾏ ﾊﾙｷ 01:06:30.8

7123 亀山 誠司 ｶﾒﾔﾏ ｾｲｼﾞ 01:12:25.5

7124 遠藤 亘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 01:18:46.8

7125 中川 明夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷｵ 01:22:06.5

7126 丹代 忠芳 ﾀﾝﾀﾞｲ ﾀﾀﾞﾖｼ 01:23:42.3

7127 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 01:04:48.3

7128 河野 淳司 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 01:23:13.8

7129 坂部 勝平 ｻｶﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 01:20:15.2
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