
- 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　女子
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24分55秒1 宮崎　葉香1420 裏六甲サブスリー会ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ

3時間30分16秒2 村田　ちか子1307 ﾑﾗﾀ ﾁｶｺ

3時間41分34秒3 宮田　美香1457 ﾐﾔﾀ ﾐｶ

3時間46分06秒4 牛塚　諒子1308 C2Fｳｼﾂﾞｶ ﾘｮｳｺ

3時間47分57秒5 志水　真美1421 しまみみずｼﾐｽﾞ ﾏﾐ

3時間52分59秒6 岡村　和美1452 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

4時間03分00秒7 入江　麻衣子1310 ｲﾘｴ ﾏｲｺ

4時間03分00秒8 稲田　美穂1311 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾎ

4時間05分49秒9 岡田　麻衣子1448 ｵｶﾀﾞ ﾏｲｺ

4時間06分13秒10 上田　てるみ1458 ｳｴﾀﾞ ﾃﾙﾐ

4時間07分08秒11 井上　友美1423 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

4時間09分14秒12 岩　千恵1450 チーム山治ｲﾜ ﾁｴ

4時間14分48秒13 棚橋　みゆき1454 ﾀﾅﾊｼ ﾐﾕｷ

4時間17分18秒14 岩本　美紀1451 ゲッターズｲﾜﾓﾄ ﾐｷ

4時間19分54秒15 後上　陽子1428 ｺﾞｶﾞﾐ ﾖｳｺ

4時間23分06秒16 下谷　奈央1312 ｼﾓﾀﾆ ﾅｵ

4時間27分32秒17 山口　奈美1401 チームアジアﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐ

4時間31分53秒18 出田　麻菜1301 ｲｽﾞﾀ ﾏﾅ

4時間32分02秒19 山下　亜紀1404 ﾔﾏｼﾀ ｱｷ

4時間39分52秒20 大江　郷子1459 あっぷる会ＲＣｵｵｴ ｻﾄｺ

4時間39分52秒21 清瀬　千夏1416 ｷﾖｾ ﾁｶ

4時間40分58秒22 多加　数美1419 ﾀｶﾞ ｶｽﾞﾐ

4時間41分21秒23 小坂　優子1433 大坂城水走会ｺｻｶ ﾖｼｺ

4時間51分47秒24 原谷　京子1407 あほ会ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ

4時間53分31秒25 吉田　和美1436 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

4時間55分02秒26 寺地　邦子1403 RCラスタﾃﾗｼﾞ ｸﾆｺ

4時間55分57秒27 馬詰　京子1408 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷｮｳｺ

5時間11分05秒28 川崎　詩乃1437 ｶﾜｻｷ ｼﾉ

5時間11分31秒29 長井　久仁枝1460 ﾅｶﾞｲ ｸﾆｴ

5時間11分39秒30 石川　恵子1446 ｲｼｶﾜ ｹｲｺ

5時間16分22秒31 田中　真由美1412 湯村温泉足軽会ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ

5時間20分09秒32 上田　都子1441 ｳｴﾀﾞ ﾐﾔｺ

5時間21分22秒33 井之本　良愛1449 山くらぶｲﾉﾓﾄ ﾖｼｴ

5時間23分51秒34 山本　愛1453 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ

5時間28分44秒35 神田　美恵子1406 ミエコズｶﾝﾀﾞ ﾐｴｺ

5時間33分28秒36 宮路　廣美1445 ﾐﾔｼﾞ ﾋﾛﾐ

5時間37分08秒37 松浦　道子1427 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾁｺ

5時間39分46秒38 堀次　千春1304 ﾎﾘﾂｸﾞ ﾁﾊﾙ

5時間39分46秒39 浅田　和代1426 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾖ

5時間40分27秒40 宇野　理英1447 ｳﾉ ﾘｴ

5時間42分25秒41 那須　晴美1435 ﾅｽ ﾊﾙﾐ

5時間48分44秒42 前田　梨恵1303 ﾏｴﾀ ﾘｴ

5時間49分37秒43 本慶　啓子1425 ﾎﾝｹﾞｲ ｹｲｺ

5時間50分22秒44 森本　園子1444 ちーむもも組ﾓﾘﾓﾄ ｿﾉｺ

5時間51分06秒45 伊藤　奈美1431 ｲﾄｳ ﾅﾐ

5時間51分39秒46 堀田　佳子1424 カコランピース倶楽部ﾎｯﾀ ｹｲｺ

5時間51分39秒47 中村　恵美1405 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ

5時間52分56秒48 上月　加奈1409 ズッキー２ｺｳﾂﾞｷ ｶﾅ

5時間55分41秒49 松下　綾子1422 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｺ

5時間56分56秒50 實井　聖子1440 ｼﾞﾂｲ ｾｲｺ
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5時間56分56秒51 藤本　由美子1443 ゆうみんﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾐｺ

5時間56分56秒52 高梨　秀美1438 ﾀｶﾅｼ ﾋﾃﾞﾐ

6時間05分05秒53 橋本　知奈美1442 RCラスタﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾐ

6時間10分15秒54 田中　幸代1456 野の風ﾀﾅｶ ﾕｷﾖ

6時間10分15秒55 新谷　さやか1309 野の風ｼﾝﾀﾆ ｻﾔｶ

6時間19分58秒56 田中　淳子1417 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ

6時間19分59秒57 佐藤　正美1418 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ

6時間20分14秒58 山千代　真由美1462 ﾔﾏﾁﾖ ﾏﾕﾐ

6時間20分14秒59 藤元　愛1302 千里ランランクラブﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ

6時間20分14秒60 橋本　奈緒美1414 千里ランランﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾐ

6時間20分14秒61 柳谷　千代1413 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾁﾖ

6時間20分51秒62 松本　幸代1430 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁﾖ

6時間26分34秒63 清水　まなみ1439 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ

6時間28分02秒64 毛利　文恵1411 ﾓｳﾘ ﾌﾐｴ

6時間28分02秒65 大道　薫里1429 走るカッパ嬢ｵｵﾐﾁ ｶｵﾘ

7時間27分15秒66 松本　絵理1415 播州走遊会♪ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ
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