
- 第10回　姫ボタル･瀞川平トレイルラン -

山賊ドえりゃあコース 32km 男子 50歳代

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/7/3

スタート 7:00:00

 兎和野高原野外教育センター特設会場

 姫ボタル・瀞川平トレイルラン実行委員会

3時間52分44秒1 弓場 章文238 ﾕﾐﾊﾞ ｱｷﾌﾐ

3時間56分19秒2 樽井 一郎282 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ

4時間03分09秒3 岩城 裕治291 ｲﾜｷ ﾕｳｼﾞ

4時間07分59秒4 三染 正勝299 ﾐｿﾒ ﾏｻｶﾂ

4時間08分24秒5 竹内 直樹246 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ

4時間08分50秒6 姫村 明生272 ﾋﾒﾑﾗ ｱｷｵ

4時間11分32秒7 大島谷 章240 ｵｵｼﾏﾀﾆ ｱｷﾗ

4時間16分10秒8 松野 幸夫317 ﾏﾂﾉ ﾕｷｵ

4時間24分34秒9 松原 憲行315 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ

4時間25分01秒10 河木 孝光295 ｶﾜｷ ﾀｶﾐﾂ

4時間26分45秒11 宗実 俊樹267 ﾑﾈｻﾞﾈ ﾄｼｷ

4時間29分30秒12 宮本 直樹242 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ

4時間29分57秒13 柴田 康司281 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

4時間30分49秒14 中井 良作241 ﾅｶｲ ﾘｮｳｻｸ

4時間32分14秒15 益田 有生258 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷ

4時間33分09秒16 吉田 薫243 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ

4時間34分24秒17 伊藤 明324 ｲﾄｳ ｱｷﾗ

4時間34分37秒18 芦谷 勝彦245 ｱｼﾔ ｶﾂﾋｺ

4時間39分24秒19 山本　忍250 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

4時間43分16秒20 町田 元成239 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ

4時間45分06秒21 楠 光政322 ｸｽﾉｷ ﾐﾂﾏｻ

4時間54分41秒22 滝森 裕之270 ﾀｷﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

4時間57分09秒23 佐々木 宏之287 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

4時間58分54秒24 松尾 孝徳326 ﾏﾂｵ ﾀｶﾉﾘ

5時間08分46秒25 今村 拓司265 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

5時間10分40秒26 入江 潤289 ｲﾘｴ ｼﾞｭﾝ

5時間10分47秒27 藤井 武士261 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ

5時間10分54秒28 阿江 勝史255 ｱｴ ｶﾂｼ

5時間11分14秒29 桑田 直記279 ｸﾜﾀ ﾅｵｷ

5時間11分57秒30 関谷 紫朋284 ｾｷﾔ ｼﾎｳ

5時間12分07秒31 植和田 政一323 ｳｴﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

5時間17分20秒32 四月朔日 聡319 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ

5時間19分56秒33 小村 英治257 ｵﾑﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ

5時間21分12秒34 竹嶋 宏之251 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

5時間22分49秒35 松岡 光浩286 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾋﾛ

5時間26分31秒36 中村 圭佐285 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

5時間27分35秒37 栗林 誠254 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

5時間30分32秒38 永富 雅文305 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾏｻﾌﾐ

5時間30分36秒39 狭間 現280 ﾊｻﾞﾏ ｹﾞﾝ

5時間30分54秒40 山口 徹也293 ﾔﾏｸﾁ ﾃﾂﾔ

5時間32分16秒41 西元 利仁253 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾄ

5時間34分02秒42 寺川 庸一300 ﾃﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ

5時間37分23秒43 福家 雄一郎278 ﾌｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5時間41分10秒44 田中 亮吏290 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

5時間41分30秒45 織田 大介314 ｵﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

5時間41分33秒46 市川 和俊318 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ

5時間42分07秒47 末金 伸晃263 ｽｴｶﾈ ﾉﾌﾞｱｷ

5時間43分07秒48 中川 照章302 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ

5時間44分05秒49 山口 英二298 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ

5時間46分33秒50 石垣 健二262 ｲｼｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ
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5時間47分27秒51 山添 哲司311 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ

5時間49分53秒52 豊田 雄太283 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾀ

5時間51分52秒53 眞杉 徳仁288 ﾏｽｷﾞ ﾉﾘﾋﾄ

5時間53分05秒54 斉藤 紀幸244 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

5時間54分47秒55 岡野 哲之297 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ

5時間58分27秒56 福島 郁男303 ﾌｸｼﾏ ｲｸｵ

5時間58分35秒57 東方 浩320 ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾛｼ

6時間06分11秒58 小島 茂之325 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ

6時間06分48秒59 岡本 憲昌274 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ

6時間07分57秒60 宿院 孝敬312 ｼｭｸｲﾝ ﾀｶﾕｷ

6時間10分01秒61 植木 健306 ｳｴｷ ｹﾝ

6時間14分31秒62 藤井 盛人247 ﾌｼﾞｲ ﾓﾘﾄ

6時間20分37秒63 森本 伸吉268 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ

6時間22分49秒64 河津 次郎307 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ

6時間23分55秒65 金田 裕一313 ｶﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

6時間24分53秒66 稗島 智浩259 ﾋｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

6時間33分33秒67 中島 幸一309 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

6時間37分09秒68 川邊 岳夫248 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｵ

6時間37分38秒69 田渕 貞治301 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾀﾞﾊﾙ

6時間48分26秒70 本田 友宏304 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

6時間48分42秒71 真田 順一264 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

6時間54分03秒72 中島 道也266 ﾅｶｼﾏ ﾐﾁﾔ

6時間56分11秒73 福田 尚二316 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

7時間00分37秒74 坂口 嘉裕294 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

7時間15分30秒75 田中 雅也252 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

7時間31分11秒76 松本 和也249 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

7時間39分53秒77 田口 博樹277 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
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