
- 第7回姫ボタル・瀞川平トレイルラン -

山賊どえりゃあコース　男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/7

スタート： -

会場:兎和野高原野外教育センター 

主催:姫ボタル瀞川平トレイル実行委員会 

3時間15分28秒1 浜田　勝義298 かっぱーずﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

3時間26分18秒2 植村　裕樹53 TeamUEMURAｳｴﾑﾗ ﾋﾛｷ

3時間28分49秒3 須賀 洋之26 酒猿組ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

3時間42分13秒4 藤尾 敦史132 酒猿組ﾌｼﾞｵ ｱﾂｼ

3時間48分28秒5 宮立　浩治285 ﾐﾔﾀﾞﾃ ｺｳｼﾞ

3時間57分59秒6 竹内　直樹294 湖東マジシャンズﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ

3時間58分33秒7 西口　賢悟10 ﾆｼｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ

3時間58分43秒8 豊島　正士12 ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

3時間58分43秒9 堀口　真也220 チーム42ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

3時間59分24秒10 沖　和夫40 本郷アスリートクラブｵｷ ｶｽﾞｵ

4時間05分31秒11 仲義　岳志102 香住病院ACﾅｶｷﾞ ﾀｹｼ

4時間10分02秒12 西田　浩樹119 ROLLOUTﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

4時間12分30秒13 阪田　健司307 たっかん魂ｻｶﾀ ｹﾝｼﾞ

4時間12分57秒14 荒木　優308 ｱﾗｷ ﾕﾀｶ

4時間13分28秒15 西岡　哲人30 ﾆｼｵｶ ﾃﾂﾄ

4時間15分37秒16 古川　英治301 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ

4時間17分13秒17 出田　浩之305 ｲｽﾞﾀ ﾋﾛｼ

4時間17分44秒18 米井 吾一312 ﾖﾈｲ ｺﾞｲﾁ

4時間18分11秒19 前田　直哉1 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ

4時間20分32秒20 脇坂　和明107 有野台走ろう会ﾜｷｻｶ ｶｽﾞｱｷ

4時間21分15秒21 村上　友康321 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔｽ

4時間21分39秒22 大庭　健作207 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｻｸ

4時間23分49秒23 福田　勝二331 チームいぶりがっこﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

4時間23分54秒24 後上　祐一109 北摂ランナーズｺﾞｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁ

4時間24分21秒25 安達　学263 ｱﾝﾀﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ

4時間24分21秒26 小林　健一156 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ

4時間24分51秒27 小野　利幸133 ｵﾉ ﾄｼﾕｷ

4時間26分02秒28 村井　勇次22 ﾑﾗｲ ﾕｳｼﾞ

4時間26分46秒29 白石　智幸317 チームセカイｼﾗｲｼ ﾄﾓﾕｷ

4時間27分37秒30 稲垣　洋270 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ

4時間27分44秒31 奥村　豊三34 ｵｸﾑﾗ ﾄﾖﾐ

4時間27分49秒32 西川　貴清2 ほーみーずﾆｼｶﾜ ﾀｶｷﾖ

4時間29分08秒33 三角　道夫134 大津支部ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ

4時間29分39秒34 田中　陽介49 HONDAﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

4時間29分48秒35 鐘谷　雄三182 湯村温泉足軽会ｶﾈﾀﾆ ﾕｳｿﾞｳ

4時間30分14秒36 吉田　賢明136 アマダＲＣﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ

4時間31分14秒37 福井　智彦31 三朝湯の町ランナーズﾌｸｲ ﾄﾓﾋｺ

4時間31分39秒38 喜多村　恭286 広畑走友会ｷﾀﾑﾗ ﾔｽｼ

4時間31分46秒39 原口　貴志35 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ

4時間34分20秒40 三好　義友198 サワナリ道場ﾐﾖｼ ﾖｼﾄﾓ

4時間34分51秒41 竹内　俊二338 のららんﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｼﾞ

4時間34分52秒42 豊福　恒平282 AshiyaCBCﾄﾖﾌｸ ｺｳﾍｲ

4時間35分09秒43 池田　英二154 TEAM RUN FREE100ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ

4時間36分14秒44 山本　忍260 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

4時間37分36秒45 川田　実222 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ

4時間39分16秒46 記村　吉範58 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

4時間40分27秒47 上仲　永純295 ｳｴﾅｶ ﾋｻｽﾞﾐ

4時間42分33秒48 高見　健治4 ﾀｶﾐ ｹﾝｼﾞ

4時間43分16秒49 魚津 信悟336 ｳｵﾂﾞ ｼﾝｺﾞ

4時間44分52秒50 小川　雅也158 新星発條陸上部ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ
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4時間45分24秒51 岩本　慎吾241 ゲッターズｲﾜﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

4時間45分54秒52 伊藤　明268 新宮テニスｲﾄｳ ｱｷﾗ

4時間46分17秒53 下門　隆弘311 ｼﾓｶﾄﾞ ﾀｶﾋﾛ

4時間46分40秒54 大塚　孝頼210 HYCｵｵﾂｶ ﾀｶﾖﾘ

4時間46分59秒55 井上　敏博233 ランブリングｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ

4時間47分21秒56 大西　人志288 ウッディＲＣｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

4時間47分32秒57 小林　貴昭165 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

4時間47分47秒58 新美　裕隆8 カコランpeace倶楽部ﾆｲﾐ ﾋﾛﾀｶ

4時間48分14秒59 桝本　学267 MMPﾏｽﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

4時間48分29秒60 大山　智弘208 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

4時間48分51秒61 松岡　光浩125 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾋﾛ

4時間49分33秒62 菖蒲奥　興司203 ｼｮｳﾌﾞｵｸ ｺｳｼﾞ

4時間49分43秒63 佐々木　宏之204 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

4時間50分52秒64 北原　将幸45 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

4時間51分03秒65 目出　裕介27 ﾒﾃﾞ ﾕｳｽｹ

4時間52分25秒66 川嶋　久志219 ｶﾜｼﾏ ﾋｻｼ

4時間54分26秒67 鮫島　賢一322 寒空短パン倶楽部ｻﾒｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

4時間54分40秒68 北村　茂雄283 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ

4時間55分50秒69 向井　源語325 チーム鬼脚ﾑｶｲ ｹﾞﾝｺﾞ

4時間56分15秒70 矢野　昌也55 right ankleﾔﾉ ﾏｻﾔ

4時間56分24秒71 高野　和幸314 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ

4時間56分35秒72 太田　康弘37 FRC-Sｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ

4時間56分36秒73 古谷　公一225 FRCﾌﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ

4時間57分22秒74 早田　圭吾5 ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ

4時間57分25秒75 廣瀬　梓13 ﾋﾛｾ ｱﾂﾞｻ

4時間58分37秒76 寺谷　一博264 ロールアウトﾃﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間58分42秒77 松尾　孝徳273 ﾏﾂｵ ﾀｶﾉﾘ

4時間59分01秒78 近江　貴裕43 直立真顔クラブｵｵﾐ ﾀｶﾋﾛ

4時間59分25秒79 和久　弥186 ﾜｸ ﾋｻｼ

5時間00分19秒80 平山　淳士101 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

5時間00分26秒81 藤原　翔平66 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ

5時間00分29秒82 馬島　寿和265 ﾏｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ

5時間00分33秒83 吉田　修久185 矢田川走友会ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

5時間01分09秒84 宮本　武典33 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ

5時間03分35秒85 神谷　和典333 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ

5時間04分07秒86 平井　靖規332 ペルピエＲＣﾋﾗｲ ﾔｽﾉﾘ

5時間04分33秒87 田畑　史朗144 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾛｳ

5時間04分46秒88 田中　哲也297 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ

5時間05分21秒89 龍門　眞人143 ﾘｭｳﾓﾝ ﾏｻﾄ

5時間05分32秒90 永峰　弘万327 楽走会ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛｶｽﾞ

5時間06分03秒91 足立　一樹213 SOTｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ

5時間06分16秒92 村上　徹達142 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｼｹﾞ

5時間07分12秒93 小山　晃一17 ｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ

5時間07分18秒94 堀田　孝志326 ナチュラルＲＣﾎｯﾀ ﾀｶｼ

5時間08分32秒95 木村　真一129 武庫川scｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

5時間08分32秒96 西明寺　清334 ビーチサンダルランニング協・ｻｲﾐｮｳｼﾞ ｷﾖｼ

5時間09分07秒97 福永　正之266 姫路市役所ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻｼ

5時間09分49秒98 寺川　庸一302 あかしょうびんﾃﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ

5時間10分06秒99 田口　真太郎48 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

5時間10分15秒100 櫻井　武士160 新興精機製作所ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ
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5時間10分24秒101 滝森　裕之159 ヤマウチRCﾀｷﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

5時間10分44秒102 清水　康澄103 あほ会ｼﾐｽﾞ ﾔｽｽﾞﾐ

5時間10分47秒103 島田　隆227 ランバカRQ隊ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

5時間10分54秒104 蟹井　修三194 拝啓ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ

5時間11分47秒105 佐原　正樹328 ｻﾊﾗ ﾏｻｷ

5時間12分33秒106 大田垣　光洋120 ｵｵﾀｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

5時間13分13秒107 四月朔日　聡200 福知山ＪＣﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ

5時間13分28秒108 後藤 友彦250 無所属ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋｺ

5時間15分51秒109 船坂　新212 NDGﾌﾅｻｶ ｱﾗﾀ

5時間16分08秒110 西村　茂300 楽走会ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

5時間17分10秒111 中力 功218 しあわせます整骨院ﾁｭｳﾘｷ ｲｻｵ

5時間17分59秒112 金井　孝之299 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ

5時間18分23秒113 植松　厚夫304 ２３ＦＳｳｴﾏﾂ ｱﾂｵ

5時間19分27秒114 西村　貴彦9 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

5時間20分00秒115 田中　亮吏279 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

5時間20分02秒116 水田　康秀3 ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ

5時間20分34秒117 顕谷　元幸228 淡路屋ｱﾗﾔ ﾓﾄﾋﾃﾞ

5時間20分34秒118 横山　大輔242 一庫R山の駅ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

5時間21分56秒119 西尾 泰裕16 ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ

5時間21分56秒120 木師　光洋23 ｷｼ ﾐﾂﾋﾛ

5時間22分22秒121 吉田　一也320 湯村温泉足軽会ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

5時間23分11秒122 伊勢　泰輔114 あっぷる会ｲｾ ﾀｲｽｹ

5時間23分29秒123 山本　繁324 新開地RCﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

5時間24分00秒124 秋草　栄治197 サワナリ道場ｱｷｸﾞｻ ｴｲｼﾞ

5時間24分07秒125 長浦　健139 水無瀬おっさんの会ﾅｶﾞｳﾗ ﾀｹｼ

5時間24分24秒126 田邊　英樹196 team Mﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

5時間24分36秒127 和仁古　伊吹274 大麻解禁！ガンジャランナーﾜﾆｺ ｲﾌﾞｷ

5時間24分55秒128 山本　幸弘193 ゆきのみちトレラン部ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

5時間25分44秒129 小西　良一140 ｺﾆｼ ﾘｮｳｲﾁ

5時間26分46秒130 久松　清海262 ﾋｻﾏﾂ ｷﾖﾐ

5時間27分34秒131 来住　政典181 さてトコACｷｼ ﾏｻﾉﾘ

5時間28分06秒132 野間　大祐226 ﾉﾏ ﾀﾞｲｽｹ

5時間29分47秒133 吉田 英樹254 チームＴ＠Kobeﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

5時間30分08秒134 壁　義郎229 ｶﾍﾞ ﾖｼﾛｳ

5時間30分10秒135 清水　茂309 八丁浜ＲＣｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾙ

5時間31分23秒136 平根　雅希138 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

5時間32分16秒137 村上　道明315 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾁｱｷ

5時間32分45秒138 谷川　信一122 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

5時間33分24秒139 花尻　誉拡42 神戸市拳連ﾊﾅｼﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ

5時間33分47秒140 荻野　優之221 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ

5時間33分49秒141 栗林　誠127 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

5時間34分36秒142 白星　純次231 芦屋浜ＡＣｼﾗﾎｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ

5時間34分36秒143 久保田　浩之217 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

5時間35分06秒144 松尾　大樹46 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｷ

5時間35分34秒145 居垣　充博209 芦屋浜ACｲｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

5時間35分52秒146 入江　潤130 入江ボクシングジムｲﾘｴ ｼﾞｭﾝ

5時間36分14秒147 内藤　一樹18 やまくらぶﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

5時間36分20秒148 山本　修二232 ＭＧＧﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

5時間36分48秒149 大角　一生238 福井県ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

5時間37分23秒150 橋本　修117 ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ
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5時間37分51秒151 上野　健太郎21 山くらぶｳｴﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

5時間40分33秒152 植和田　政一168 ｳｴﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

5時間42分19秒153 宮崎　慎也249 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾔ

5時間42分24秒154 中村　大輔162 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

5時間42分43秒155 竹川　正樹51 ﾀｹｶﾞﾜ ﾏｻｷ

5時間42分49秒156 扶瀬　英史157 ﾌｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ

5時間42分59秒157 大野　聡一郎32 日向美ビタースイーツｵｵﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ

5時間43分09秒158 梅村　真司281 ｳﾒﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

5時間43分30秒159 榊原　昂輝47 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳｷ

5時間44分14秒160 小島　茂之124 関トラｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ

5時間44分32秒161 松田　禎人41 TMCﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ

5時間45分18秒162 曽根　知道310 ホラポスｿﾈ ﾄﾓﾐﾁ

5時間45分23秒163 河江　秀和280 ｶﾜｴ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

5時間45分55秒164 山口　隆史62 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

5時間46分19秒165 安福　敏紀287 ﾔｽﾌｸ ﾄｼﾉﾘ

5時間46分40秒166 井関 一郎110 アミノ兵庫ｲｾｷ ｲﾁﾛｳ

5時間47分58秒167 奥村　一司291 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｼ

5時間47分58秒168 田中　光一277 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

5時間48分28秒169 広瀬　和也289 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾔ

5時間48分33秒170 井上　茂樹199 陸自福知山JCｲﾉｳｴ ｼｹﾞｷ

5時間48分39秒171 秋山　裕人319 湯村温泉足軽会ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾄ

5時間49分29秒172 下窪　義文251 つりばしｼﾓｸﾎﾞ ﾖｼﾌﾐ

5時間49分34秒173 北　幸広147 ｷﾀ ﾕｷﾋﾛ

5時間49分59秒174 宿院　孝敬150 琴浦町平和村ｼｭｸｲﾝ ﾀｶﾕｷ

5時間50分10秒175 羽田　栄太177 岡本町青年会ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ

5時間50分28秒176 谷口　俊明318 走らん会ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ

5時間51分24秒177 増田　貴美夫195 RCラスタﾏｽﾀﾞ ｷﾐｵ

5時間52分02秒178 東方　浩224 ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾛｼ

5時間53分07秒179 菊池　宏作38 ヤマウチ走ろう会ｷｸﾁ ｺｳｻｸ

5時間53分28秒180 山辺　芳和284 ﾔﾏﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ

5時間55分01秒181 沖村　博道175 三水の会マラソン部ｵｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ

5時間55分04秒182 岡本　憲昌259 オカモトｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ

5時間55分23秒183 吉岡　英生290 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｵ

5時間55分23秒184 堀井　亮一276 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

5時間56分06秒185 岡野　哲之234 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ

5時間56分29秒186 河野　一之252 東町独り旅ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ

5時間57分11秒187 坂口 嘉裕313 姫路ラビトルズｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

5時間57分21秒188 中津　利治257 ランウォークスタイルﾅｶﾂ ﾄｼﾊﾙ

5時間58分41秒189 山口 和彦163 DSKランナーズﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

5時間59分37秒190 森　桂一朗54 ﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ

6時間00分02秒191 奥村　浩章128 阿吽会坂好組ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

6時間00分52秒192 寒竹　貴之57 go-go-monkeyｶﾝﾀｹ ﾀｶﾕｷ

6時間01分45秒193 市成　昇寛216 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ

6時間02分06秒194 織田　大介146 関トラｵﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

6時間02分43秒195 橘　伸和275 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

6時間03分21秒196 藤田　敦330 ザバス高槻ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

6時間04分33秒197 谷　哲269 ＫＭＣﾀﾆ ｱｷﾗ

6時間06分00秒198 田中　修一255 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

6時間07分09秒199 大倉　寛之246 ALL BODYｵｵｸﾗ ﾋﾛﾕｷ

6時間08分38秒200 炭山　健293 ｽﾐﾔﾏ ｹﾝ
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6時間08分51秒201 安藤　僚裕316 小岩RCｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ

6時間09分38秒202 岩本　勝治245 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂｼﾞ

6時間09分59秒203 高本　修155 ちーむもも組ﾀｶﾓﾄ ｵｻﾑ

6時間10分28秒204 大塚　徹323 ｵｵﾂｶ ﾄｵﾙ

6時間10分49秒205 水野　敏久256 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｻ

6時間11分12秒206 橋本　洋之253 べるでさかいﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

6時間12分08秒207 山田　一彦235 新興精機製作所ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

6時間12分36秒208 筒井　郁貴59 ﾂﾂｲ ﾌﾐﾀｶ

6時間13分17秒209 宮田　譲105 関トラﾐﾔﾀ ﾕｽﾞﾙ

6時間13分23秒210 田口　博樹137 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

6時間13分31秒211 斉藤　紀幸167 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

6時間14分23秒212 生田　勝也292 ｲｸﾀ ｶﾂﾔ

6時間15分32秒213 真鍋　平登296 All Buddy TRﾏﾅﾍﾞ ﾋﾗﾄ

6時間15分49秒214 地主　聡121 AKO SUIRENｼﾞﾇｼ ｻﾄｼ

6時間16分37秒215 小西　大輝19 ｺﾆｼ ﾀﾞｲｷ

6時間17分00秒216 難波　彰237 津山運転区ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ

6時間17分51秒217 畑中　陽介20 一庫Ｒ山の駅ﾊﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

6時間18分00秒218 阪上　守人205 ABTRｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ

6時間18分17秒219 勝岡　功303 ｶﾂｵｶ ｲｻｵ

6時間18分40秒220 眞杉　徳仁145 膝神ﾏｽｷﾞ ﾉﾘﾋﾄ

6時間19分03秒221 大野　善史188 ｵｵﾉ ﾖｼﾌﾐ

6時間19分03秒222 東田　朋也24 ﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾔ

6時間19分03秒223 井上　伸吾189 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ

6時間19分44秒224 岩城　美仁11 ｲﾜｷ ﾖｼﾋﾄ

6時間19分44秒225 泉　義隆230 ＨＹＣｲｽﾞﾐ ﾖｼﾀｶ

6時間20分14秒226 谷　篤202 千里ランランﾀﾆ ｱﾂｼ

6時間21分19秒227 煙草　修行131 ＲＣラスタﾀﾊﾞｺ ﾅｵﾕｷ

6時間21分40秒228 垣田　健児335 ｶｷﾀ ｹﾝｼﾞ

6時間21分52秒229 山田　信行152 HYCﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

6時間24分07秒230 岡野　仁306 ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

6時間24分51秒231 永富　雅文115 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾏｻﾌﾐ

6時間30分09秒232 光安　武志211 ﾐﾂﾔｽ ﾀｹｼ

6時間30分49秒233 佐々木　智博148 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

6時間32分00秒234 橘　兼次183 山くらぶﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｼﾞ

6時間32分06秒235 堀越　洋輔174 鳥取生化ﾎﾘｺｼ ﾖｳｽｹ

6時間32分10秒236 金　蒼熙52 ｷﾑ ﾁｬﾝﾋ

6時間35分43秒237 外薗　拡64 チームセカイﾎｶｿﾞﾉ ﾋﾛﾑ

6時間40分25秒238 倉田　和則329 湯村温泉足軽会ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

6時間40分49秒239 河津　次郎171 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ

6時間41分09秒240 原田　孝28 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ

6時間42分06秒241 谷　英哲192 ﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ

6時間43分31秒242 立田　勝也126 はしりぐっちょﾀﾂﾀ ｶﾂﾔ

6時間43分50秒243 日野　和幸278 煽りタイ夢ﾋﾉ ｶｽﾞﾕｷ

6時間49分15秒244 岩切　美都路215 ｲﾜｷﾘ ﾐﾄｼﾞ

6時間50分08秒245 大坪　豊116 あっぷる会ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ

6時間50分44秒246 竹内　世蔵108 ﾀｹｳﾁ ｾｲｿﾞｳ

6時間52分19秒247 上田　聡236 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ

6時間52分38秒248 田村　誠141 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

6時間52分59秒249 宇山　俊貴39 ｳﾔﾏ ﾄｼｷ

6時間54分16秒250 松田　茂樹206 大阪ミントJCﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞｷ
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6時間55分21秒251 中島　幸一240 宍粟総合病院ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

7時間05分40秒252 柳　洋三164 ﾔﾅｷﾞ ﾖｳｿﾞｳ

7時間05分40秒253 岩本　保彦172 大阪門真ヘロヘロ隊ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ

7時間05分41秒254 古谷　正雄14 中村狂走会ﾌﾙﾔ ﾏｻﾋﾛ

7時間09分07秒255 藤原　俊広201 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ

7時間11分55秒256 新間　健166 ｼﾝﾏ ﾀｹｼ

7時間18分45秒257 清水　剛61 ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳ

7時間20分07秒258 西田　佳宏25 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

7時間23分36秒259 時尾　彰浩113 ﾄｷｵ ｱｷﾋﾛ

7時間30分52秒260 真田　順一247 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

7時間32分00秒261 植木　健151 宍粟総合病院ｳｴｷ ｹﾝ

7時間32分02秒262 松本　和也271 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

7時間33分34秒263 松井　義孝178 ﾏﾂｲ ﾖｼﾀｶ

7時間34分58秒264 稗島　智浩173 ﾋｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

7時間38分05秒265 岸本　直也214 アドバンベストｷｼﾓﾄ ﾅｵﾔ

7時間41分25秒266 京　成彦258 大阪門真ヘロヘロ隊ｷｮｳ ｼｹﾞﾋｺ

7時間54分44秒267 森　祥吾63 ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ
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