
- 第7回姫ボタル・瀞川平トレイルラン -

鉢伏えりゃあコース　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 

2時間47分51秒1 奥平　幸男1147 藤沢商店陸上部ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾕｷｵ

3時間03分37秒2 片山　裕典1217 OLP兵庫ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ

3時間06分12秒3 市田　憲一1025 Ｎプロジェクトｲﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

3時間09分04秒4 寺崎　均1105 広畑走友会ﾃﾗｻｷ ﾋﾄｼ

3時間11分02秒5 三輪　圭司1130 裏六甲サブ３会ﾐﾜ ｹｲｼﾞ

3時間11分58秒6 堂野前　克典1215 ﾄﾞｳﾉﾏｴ ｶﾂﾉﾘ

3時間19分01秒7 森田　一彦1120 COOPSANﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ

3時間20分13秒8 鍵谷　昌之1115 あっぷる会ｶｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

3時間21分52秒9 小関　健吾1014 ｺｾｷ ｹﾝｺﾞ

3時間23分49秒10 時本　ジョニー正浩1188 ジョニー商店ﾄｷﾓﾄ ｼﾞｮﾆｰﾏｻﾋﾛ

3時間26分38秒11 高津　友行1151 ｺｵﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ

3時間29分06秒12 徳田　英一1114 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

3時間37分53秒13 松本　晃1010 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

3時間38分16秒14 岡田　直大1023 湯村温泉足軽会ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾀ

3時間38分31秒15 西村　昌樹1189 村岡ハチ北スキークラブﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ

3時間38分47秒16 姫村　明生1180 ﾋﾒﾑﾗ ｱｷｵ

3時間39分38秒17 神田　裕之1175 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

3時間45分10秒18 土島　圭一郎1123 あず木RCﾄｼﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

3時間45分50秒19 藤井　武士1117 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ

3時間46分41秒20 大西　哲朗1015 のーぷらんｵｵﾆｼ ﾃﾂﾛｳ

3時間48分10秒21 瀧　信一郎1109 ＭＤＫ４７ﾀｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

3時間49分06秒22 下川　悟志1166 ｼﾓｶﾜ ｻﾄｼ

3時間49分40秒23 小川　恒1108 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ

3時間51分12秒24 東田　彰1158 ﾋｶﾞｼﾀ ｱｷﾗ

3時間51分57秒25 杉田　宗聴1185 阪南大学ｽｷﾞﾀ ﾑﾈｱｷ

3時間52分42秒26 谷口　俊一1163 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ

3時間52分54秒27 岸本　光太郎1011 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

3時間57分09秒28 村上　竜也1016 CBCﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ

3時間58分09秒29 内田　英憲1219 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3時間59分49秒30 荒木 勇太1012 ｱﾗｷ ﾕｳﾀ

4時間00分59秒31 清水　幸雄1195 ＤＴＥＮ走ろう会ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ

4時間01分21秒32 北尾　英樹1024 ドリームランｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

4時間03分28秒33 大槻　友宏1210 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ

4時間04分52秒34 廣澤　英樹1006 ﾋﾛｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

4時間05分24秒35 小林　英悟1009 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺﾞ

4時間06分32秒36 槙野　博通1220 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐﾁ

4時間06分42秒37 西村　俊哉1145 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ

4時間07分03秒38 戸田　敏治1162 川内さくらＲＳﾄﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

4時間08分42秒39 吉田　昌弘1113 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

4時間09分14秒40 上月　敏之1181 ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

4時間09分47秒41 佐藤　隆博1196 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

4時間09分54秒42 福庭　正和1216 松江日赤ＲＣﾌｸﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ

4時間12分38秒43 太田　貴裕1018 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ

4時間12分44秒44 野々内　康二1001 玉造病院ﾉﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ

4時間16分07秒45 中井　和彦1205 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

4時間16分24秒46 草野　俊亮1029 淡路医療センターｸｻﾉ ｼｭﾝｽｹ

4時間23分29秒47 池田　典弘1150 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ

4時間24分11秒48 杉田　茂1103 高砂市陸協ｽｷﾞﾀ ｼｹﾞﾙ

4時間24分38秒49 東根　昭三1197 ﾋｶﾞｼﾈ ｼｮｳｿﾞｳ

4時間25分42秒50 阿江　克彦1178 ｱｴ ｶﾂﾋｺ
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4時間25分43秒51 鶴本　幸宏1201 ひとりぼっちﾂﾙﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

4時間26分52秒52 橋本　康史1184 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｼ

4時間27分36秒53 徳安　隆志1173 ﾄｸﾔｽ ﾀｶｼ

4時間28分30秒54 福家　雄一郎1136 ﾌｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4時間28分59秒55 岩本　年博1019 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

4時間30分25秒56 大場　聡1212 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

4時間31分04秒57 吉田　潔1008 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ

4時間32分12秒58 江川　和宏106 ＭＤＫ４７ｴｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間32分17秒59 上元　欽也1003 ｳｴﾓﾄ ｷﾝﾔ

4時間33分52秒60 奥永　崇志1202 ｵｸﾅｶﾞ ﾀｶｼ

4時間35分01秒61 清永　浩史1221 ｷﾖﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ

4時間36分35秒62 北尾　幸寛1133 ｷﾀｵ ﾕｷﾋﾛ

4時間37分36秒63 武部　篤1214 スタッシュサポートﾀｹﾍﾞ ｱﾂｼ

4時間41分45秒64 梶本　和宏1013 のーぷらんｶｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間44分26秒65 高丸　道信1131 三海ランナーズﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

4時間46分20秒66 榎本　泰士1031 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｼﾞ

4時間46分20秒67 中澤　聖至1030 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ

4時間46分33秒68 真狩　晃生1022 ﾏｶﾘ ｺｳｾｲ

4時間47分02秒69 田賀　成史1199 ﾀｶﾞ ｱｷﾌﾐ

4時間47分27秒70 藤本　寿希1179 仙台育Ａ学園ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼｷ

4時間49分12秒71 水野　隆幸1192 神戸労山ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

4時間51分36秒72 小野　紘史1021 ｵﾉ ﾋﾛｼ

4時間52分13秒73 森本　伸吉1102 あほ会ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ

4時間52分22秒74 神山　知也1165 宍栗総合病院ｺｳﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ

4時間52分58秒75 永田　延樹1207 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｷ

4時間53分34秒76 速水　康彦1155 ﾊﾔﾐ ﾔｽﾋｺ

4時間54分02秒77 大西　一人1193 やんちゃ村ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾄ

4時間55分03秒78 勢志　大作1141 ｾｼ ﾀﾞｲｻｸ

4時間55分17秒79 中川　一広1174 和田山精機ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間55分57秒80 田中　良一1106 ミニスカポリスﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ

4時間56分52秒81 木戸 敬之1138 ｷﾄﾞ ﾀｶﾕｷ

4時間56分59秒82 井田　弘一1152 ピノス走友会ｲﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

4時間57分11秒83 河田　洋人1032 TRCｶﾜﾀ ﾋﾛﾄ

4時間57分12秒84 沖田　和也1027 ＴＲＣｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ

4時間57分48秒85 乾　太司1126 ｲﾇｲ ﾌﾄｼ

4時間59分21秒86 中野　憲二1164 多井畑ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ

4時間59分56秒87 亀井　琢人1208 ｶﾒｲ ﾀｸﾄ

4時間59分57秒88 小西　謙次1211 ｺﾆｼ ｹﾝｼﾞ

5時間01分53秒89 福嶋　孝章1127 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ

5時間03分32秒90 安岡 利幸1122 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ

5時間04分39秒91 日置　啓太1177 ﾋｵｷ ｹｲﾀ

5時間04分59秒92 榎　上1156 ｴﾉｷ ﾉﾎﾞﾙ

5時間05分16秒93 田路　学1198 ﾄｳｼﾞ ﾏﾅﾌﾞ

5時間08分02秒94 井上　毅1119 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

5時間08分51秒95 田中　和也1183 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ

5時間14分04秒96 小林　一理1110 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ

5時間16分22秒97 田中　壮一郎1118 湯村温泉足軽会ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

5時間22分01秒98 中田　茂実1153 ﾅｶﾀﾞ ｼｹﾞﾐ

5時間24分47秒99 平野　憲1167 ﾋﾗﾉ ｹﾝ

5時間26分40秒100 森津　忠晴1154 江戸坂走遊会ﾓﾘﾂ ﾀﾀﾞﾊﾙ
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5時間27分11秒101 西尾　晃1007 ﾆｼｵ ｱｷﾗ

5時間32分07秒102 高橋　健1124 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ

5時間33分31秒103 上田　貴広1204 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

5時間34分21秒104 新野　喜一郎1129 湯村温泉足軽会ﾆｲﾉ ｷｲﾁﾛｳ

5時間35分53秒105 信原　俊彦1142 亀の遠足RCﾉﾌﾞﾊﾗ ﾄｼﾋｺ

5時間36分04秒106 堀　和秀1135 ﾎﾘ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

5時間37分08秒107 松浦　義幸1139 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾕｷ

5時間39分13秒108 田村　旬1176 ﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ

5時間40分12秒109 西谷　公伸1002 チームＴ＠神戸ﾆｼﾀﾆ ｷﾐﾉﾌﾞ

5時間40分27秒110 福井　康彦1168 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ

5時間42分02秒111 佐伯　孝博1170 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ

5時間42分27秒112 仲西　孝夫1004 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｵ

5時間47分11秒113 大西　弘久1169 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾋｻ

5時間48分02秒114 藏野　成治1020 エゥーゴｸﾗﾉ ｼｹﾞﾊﾙ

5時間49分25秒115 岡田　肇1206 RICCｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

5時間51分06秒116 川崎　武司1144 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ

5時間51分39秒117 藤村　耕三1213 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ

5時間52分20秒118 藤原　健1128 走我会ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

5時間52分56秒119 上月　茂和1107 ズッキーｺｳﾂﾞｷ ｼｹﾞｶｽﾞ

5時間53分23秒120 中井　広彰1182 ﾅｶｲ ﾋﾛｱｷ

5時間57分06秒121 早川　誠一1190 おっさんずﾊﾔｶﾜ ｾｲｲﾁ

5時間59分04秒122 藏野　修一1194 エゥーゴｸﾗﾉ ｼｭｳｲﾁ

6時間05分05秒123 橋本　剛1159 RCラスタﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

6時間10分15秒124 堀　松次1160 野の風ﾎﾘ ﾏﾂｼﾞ

6時間13分23秒125 矢杉　佳一郎1005 山くらぶﾔｽｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

6時間18分05秒126 金丸 寛史1134 ｶﾅﾏﾙ ﾋﾛﾌﾐ

6時間20分14秒127 藤元　幹洋1121 千里ランランﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ

6時間20分24秒128 松本　聡1143 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

6時間23分16秒129 深澤　健一1171 はしりぐっちょﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

6時間23分47秒130 佐野　慎一1157 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ

6時間28分02秒131 佐藤　哲夫1116 播州走遊会♪ｻﾄｳ ﾃﾂｵ

6時間28分03秒132 湯川　啓次1148 播州走遊会ﾕｶﾜ ｹｲｼﾞ

6時間28分03秒133 大岡　憲弘1186 ｵｵｵｶ ﾉﾘﾋﾛ

6時間28分03秒134 清水　義弘1146 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ

6時間34分04秒135 溝口　豪1026 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹｼ

6時間41分50秒136 森　勝1111 京都ゆるRun?楽部ﾓﾘ ﾏｻﾙ

6時間42分48秒137 奥田　隆夫1203 ｵｸﾀﾞ ﾀｶｵ

7時間27分21秒138 前田　秀樹1191 全日本ハゲ頭協会 理事長ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
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