
- 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

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06分56秒1 豊島 正士107 ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

3時間20分07秒2 万場 大104 ﾏﾝﾊﾞ ﾊｼﾞﾒ

3時間27分49秒3 河畑 和宏215 ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間30分15秒4 須賀　洋之123 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

3時間30分23秒5 岩本 慎吾216 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

3時間30分44秒6 浜田 勝義210 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

3時間32分46秒7 松見 雅亘135 ﾏﾂﾐ ﾏｻﾉﾌﾞ

3時間33分28秒8 渡久地 正幸102 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

3時間36分39秒9 藤原 篤志136 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ

3時間39分18秒10 貝井 章信177 ｶｲｲ ｱｷﾉﾌﾞ

3時間39分43秒11 近藤 剛202 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

3時間41分47秒12 山元 貴史128 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

3時間44分09秒13 関 隆之134 ｾｷ ﾀｶﾕｷ

3時間45分59秒14 古家 圭118 ﾌﾙﾔ ｹｲ

3時間49分40秒15 毛戸 裕之133 ｹﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ

3時間52分07秒16 中林 健108 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝ

3時間52分44秒17 弓場 章文238 ﾕﾐﾊﾞ ｱｷﾌﾐ

3時間53分05秒18 永田 昌平170 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

3時間53分11秒19 堀口 真也164 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

3時間53分42秒20 大庭 健作185 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｻｸ

3時間54分16秒21 出田 浩之195 ｲｽﾞﾀ ﾋﾛｼ

3時間56分19秒22 樽井 一郎282 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ

3時間58分20秒23 田中 陽介149 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

3時間58分24秒24 田淵 祐介129 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ

3時間59分06秒25 池田 隆一205 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

4時間00分04秒26 来住 裕也162 ｷｼ ﾕｳﾔ

4時間00分06秒27 仲西 宏234 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

4時間02分31秒28 原口 貴志147 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ

4時間02分58秒29 藤原 真雄121 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｵ

4時間03分09秒30 岩城 裕治291 ｲﾜｷ ﾕｳｼﾞ

4時間03分10秒31 近藤 隆199 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

4時間03分27秒32 山田 謙介198 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ

4時間05分39秒33 前田 義典221 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

4時間06分56秒34 仲義 岳志165 ﾅｶｷﾞ ﾀｹｼ

4時間07分59秒35 三染 正勝299 ﾐｿﾒ ﾏｻｶﾂ

4時間08分24秒36 竹内 直樹246 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ

4時間08分50秒37 姫村 明生272 ﾋﾒﾑﾗ ｱｷｵ

4時間11分32秒38 大島谷 章240 ｵｵｼﾏﾀﾆ ｱｷﾗ

4時間12分32秒39 大西 哲朗130 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾛｳ

4時間13分46秒40 高橋 剛介229 ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳｽｹ

4時間14分13秒41 藤光 敏孝180 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄｼﾀｶ

4時間16分10秒42 松野 幸夫317 ﾏﾂﾉ ﾕｷｵ

4時間17分58秒43 池田 考輝122 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ

4時間18分21秒44 谷渕 直也112 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾅｵﾔ

4時間20分55秒45 橋本 寛記186 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

4時間21分26秒46 佐藤 誠史223 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ

4時間22分53秒47 井戸 基也167 ｲﾄﾞ ﾓﾄﾔ

4時間24分34秒48 松原 憲行315 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ

4時間25分01秒49 河木 孝光295 ｶﾜｷ ﾀｶﾐﾂ

4時間25分31秒50 畑田 章夫338 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘｵ
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4時間25分35秒51 岡田 直大117 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾀ

4時間25分40秒52 西川 貴清137 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｷﾖ

4時間26分45秒53 宗実 俊樹267 ﾑﾈｻﾞﾈ ﾄｼｷ

4時間27分06秒54 森本 大貴105 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ

4時間27分16秒55 岡田 昌剛150 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

4時間29分30秒56 宮本 直樹242 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ

4時間29分57秒57 請地 宗一郎114 ｳｹﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ

4時間29分57秒58 柴田 康司281 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ

4時間30分39秒59 寺本 雅彦208 ﾃﾗﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

4時間30分49秒60 中井 良作241 ﾅｶｲ ﾘｮｳｻｸ

4時間31分33秒61 和久 弥179 ﾜｸ ﾋｻｼ

4時間32分14秒62 益田 有生258 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷ

4時間32分23秒63 綿谷 力191 ﾜﾀﾀﾆ ﾁｶﾗ

4時間33分09秒64 吉田 薫243 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ

4時間33分33秒65 西尾 泰裕126 ﾆｼｵ ﾔｽﾋﾛ

4時間33分35秒66 木師 光洋125 ｷｼ ﾐﾂﾋﾛ

4時間34分24秒67 伊藤 明324 ｲﾄｳ ｱｷﾗ

4時間34分37秒68 芦谷 勝彦245 ｱｼﾔ ｶﾂﾋｺ

4時間39分24秒69 山本　忍250 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

4時間39分27秒70 永田 雄次172 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

4時間40分31秒71 魚津 信悟173 ｳｵﾂﾞ ｼﾝｺﾞ

4時間40分53秒72 金井 孝之217 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ

4時間40分57秒73 淺田 宜律139 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

4時間41分14秒74 北尾 英樹160 ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

4時間41分40秒75 谷 大基211 ﾀﾆ ﾋﾛｷ

4時間43分16秒76 町田 元成239 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾅﾘ

4時間43分53秒77 荻内 俊彦151 ｵｷﾞｳﾁ ﾄｼﾋｺ

4時間44分29秒78 小野 哲史174 ｵﾉ ﾃﾂｼ

4時間45分06秒79 楠 光政322 ｸｽﾉｷ ﾐﾂﾏｻ

4時間47分10秒80 高内 善334 ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ

4時間49分25秒81 伊藤 和啓222 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間49分45秒82 安藤 博昭231 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

4時間51分47秒83 大角 一生230 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

4時間52分24秒84 木村 義郎220 ｷﾑﾗ ﾖｼﾛｳ

4時間53分02秒85 遠藤 裕志119 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

4時間53分17秒86 小松 雅弘237 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ

4時間53分34秒87 山﨑 優184 ﾔﾏｻｷ ﾕｳ

4時間53分46秒88 西田 洋介182 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ

4時間54分41秒89 滝森 裕之270 ﾀｷﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

4時間56分13秒90 永田 浩也224 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾔ

4時間57分09秒91 佐々木 宏之287 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

4時間57分12秒92 竹山 喜隆213 ﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

4時間57分23秒93 小山 晃一124 ｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ

4時間58分11秒94 中田 謙一郎206 ﾅｶﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

4時間58分54秒95 松尾 孝徳326 ﾏﾂｵ ﾀｶﾉﾘ

4時間58分59秒96 櫻井 武士187 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ

4時間59分15秒97 永安 信博181 ﾅｶﾞﾔｽ ﾉﾌﾞﾋﾛ

5時間02分44秒98 榊原 浩178 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

5時間03分25秒99 中坂 政彦154 ﾅｶｻｶ ﾏｻﾋｺ

5時間03分25秒100 小林 真輔153 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ
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5時間04分46秒101 吉田 修久183 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

5時間05分36秒102 中塚 篤志143 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ

5時間06分02秒103 宮本 茂348 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

5時間07分16秒104 田中 裕一朗116 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5時間08分39秒105 吉田 眞二郎341 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ

5時間08分46秒106 今村 拓司265 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

5時間09分49秒107 森川 正也146 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾔ

5時間10分40秒108 入江 潤289 ｲﾘｴ ｼﾞｭﾝ

5時間10分40秒109 荒木 耕太155 ｱﾗｷ ｺｳﾀ

5時間10分47秒110 藤井 武士261 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ

5時間10分54秒111 阿江 勝史255 ｱｴ ｶﾂｼ

5時間11分14秒112 桑田 直記279 ｸﾜﾀ ﾅｵｷ

5時間11分52秒113 大川 陽138 ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ

5時間11分57秒114 関谷 紫朋284 ｾｷﾔ ｼﾎｳ

5時間12分07秒115 植和田 政一323 ｳｴﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

5時間17分20秒116 四月朔日 聡319 ﾜﾀﾇｷ ｻﾄｼ

5時間19分56秒117 小村 英治257 ｵﾑﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ

5時間20分30秒118 近江戸 一平169 ｵｵﾐﾄﾞ ｲｯﾍﾟｲ

5時間21分12秒119 竹嶋 宏之251 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

5時間22分18秒120 河村 崇之127 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

5時間22分49秒121 松岡 光浩286 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾋﾛ

5時間23分48秒122 小林 貴昭218 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

5時間24分06秒123 野村 祐介197 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ

5時間24分54秒124 鎌倉 誠145 ｶﾏｸﾗ ﾏｺﾄ

5時間24分55秒125 若杉 正人152 ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾄ

5時間25分11秒126 村田 成正214 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾏｻ

5時間25分58秒127 曽根 知道337 ｿﾈ ﾄﾓﾐﾁ

5時間26分31秒128 中村 圭佐285 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

5時間27分35秒129 栗林 誠254 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

5時間28分12秒130 草野 俊亮111 ｸｻﾉ ｼｭﾝｽｹ

5時間30分32秒131 永富 雅文305 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾏｻﾌﾐ

5時間30分36秒132 狭間 現280 ﾊｻﾞﾏ ｹﾞﾝ

5時間30分54秒133 山口 徹也293 ﾔﾏｸﾁ ﾃﾂﾔ

5時間32分16秒134 西元 利仁253 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾄ

5時間32分21秒135 橋爪 孝典109 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾉﾘ

5時間32分45秒136 金児 利久345 ｶﾈｺ ﾄｼﾋｻ

5時間33分09秒137 高見 哲也132 ﾀｶﾐ ﾃﾂﾔ

5時間34分02秒138 寺川 庸一300 ﾃﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ

5時間34分06秒139 平根 雅希166 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

5時間35分34秒140 安藤 僚裕233 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ

5時間37分23秒141 福家 雄一郎278 ﾌｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5時間38分32秒142 藤田 敦349 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

5時間39分59秒143 戸野 隆弘347 ﾄﾉ ﾀｶﾋﾛ

5時間41分10秒144 田中 亮吏290 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

5時間41分13秒145 蟹井 修三350 ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ

5時間41分30秒146 織田 大介314 ｵﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

5時間41分33秒147 市川 和俊318 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ

5時間41分35秒148 美濃部 啓176 ﾐﾉﾍﾞ ﾋﾗｸ

5時間41分40秒149 関口 公司331 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

5時間42分07秒150 末金 伸晃263 ｽｴｶﾈ ﾉﾌﾞｱｷ
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5時間43分07秒151 中川 照章302 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ

5時間44分05秒152 山口 英二298 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ

5時間45分56秒153 境 崇志103 ｻｶｲ ﾀｶｼ

5時間46分20秒154 齋藤 充範212 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ

5時間46分24秒155 平石 真太郎203 ﾋﾗｲｼ ｼﾝﾀﾛｳ

5時間46分33秒156 石垣 健二262 ｲｼｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

5時間46分59秒157 吉田 英樹196 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

5時間47分09秒158 中村 大輔207 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

5時間47分27秒159 山添 哲司311 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ

5時間48分38秒160 梶本 和宏131 ｶｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

5時間49分20秒161 市成 昇寛189 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ

5時間49分53秒162 豊田 雄太283 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾀ

5時間51分05秒163 佐原 正樹228 ｻﾊﾗ ﾏｻｷ

5時間51分52秒164 眞杉 徳仁288 ﾏｽｷﾞ ﾉﾘﾋﾄ

5時間53分05秒165 斉藤 紀幸244 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

5時間54分41秒166 松沢 敦204 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾂｼ

5時間54分41秒167 山本 幸弘188 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

5時間54分47秒168 岡野 哲之297 ｵｶﾉ ﾃﾂﾕｷ

5時間55分00秒169 藤井 智也120 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

5時間58分11秒170 篠原 仁郎329 ｼﾉﾊﾗ ｼﾞﾛｳ

5時間58分27秒171 福島 郁男303 ﾌｸｼﾏ ｲｸｵ

5時間58分35秒172 東方 浩320 ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾛｼ

6時間00分06秒173 河野 一之351 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ

6時間00分24秒174 金月 周平194 ｷﾝｹﾞﾂ ｼｭｳﾍｲ

6時間01分21秒175 山本 和市郎354 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｲﾁﾛｳ

6時間02分31秒176 吉田 昌弘339 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

6時間03分00秒177 大田 隼也148 ｵｵﾀ ﾄｼﾔ

6時間05分05秒178 田淵 清輝201 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾖﾃﾙ

6時間06分11秒179 小島 茂之325 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ

6時間06分48秒180 岡本 憲昌274 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ

6時間07分21秒181 扶蘇 正樹163 ﾌｿ ﾏｻｷ

6時間07分57秒182 宿院 孝敬312 ｼｭｸｲﾝ ﾀｶﾕｷ

6時間08分26秒183 山本 耕一333 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ

6時間10分01秒184 植木 健306 ｳｴｷ ｹﾝ

6時間11分26秒185 廣部 元樹157 ﾋﾛﾍﾞ ｹﾞﾝｷ

6時間14分31秒186 藤井 盛人247 ﾌｼﾞｲ ﾓﾘﾄ

6時間14分40秒187 山田 篤司343 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

6時間14分51秒188 澤田 賢二200 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

6時間15分09秒189 仲島 敬二330 ﾅｶｼﾏ ｹｲｼﾞ

6時間19分06秒190 堀井 亮一225 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

6時間20分37秒191 森本 伸吉268 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ

6時間22分49秒192 河津 次郎307 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ

6時間23分55秒193 金田 裕一313 ｶﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

6時間24分53秒194 稗島 智浩259 ﾋｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ

6時間25分11秒195 谷川 信一335 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

6時間27分02秒196 内海 三洋355 ｳﾂﾐ ﾐﾂﾋﾛ

6時間28分44秒197 藤野 秀平115 ﾌｼﾞﾉ ｼｭｳﾍｲ

6時間29分32秒198 羽田 栄太235 ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ

6時間31分21秒199 澤田 宗博356 ｻﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

6時間31分26秒200 戸塚 輝106 ﾄﾂｶ ﾋｶﾙ
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- 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

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

6時間33分33秒201 中島 幸一309 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

6時間35分21秒202 沖村 博道353 ｵｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ

6時間36分27秒203 白星 純次327 ｼﾗﾎｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ

6時間37分09秒204 川邊 岳夫248 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｵ

6時間37分38秒205 田渕 貞治301 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾀﾞﾊﾙ

6時間40分10秒206 高木 定夫336 ﾀｶｷ ｻﾀﾞｵ

6時間41分42秒207 日野 和幸209 ﾋﾉ ｶｽﾞﾕｷ

6時間42分17秒208 小畑 徹332 ｵﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ

6時間43分21秒209 小西 和良342 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ

6時間48分26秒210 本田 友宏304 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

6時間48分42秒211 真田 順一264 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

6時間48分55秒212 坂根 英樹236 ｻｶﾈ ﾋﾃﾞｷ

6時間53分02秒213 吉田 法正101 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ

6時間54分03秒214 中島 道也266 ﾅｶｼﾏ ﾐﾁﾔ

6時間56分11秒215 福田 尚二316 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

7時間00分37秒216 坂口 嘉裕294 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

7時間03分36秒217 安原 康司159 ﾔｽﾊﾗ ｺｳｼﾞ

7時間08分17秒218 居垣 充博232 ｲｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

7時間10分28秒219 松本 聡346 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

7時間13分37秒220 倉邊 佳輝190 ｸﾗﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ

7時間15分26秒221 西村 崇156 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ

7時間15分30秒222 田中 雅也252 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

7時間17分44秒223 松田　茂樹344 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞｷ

7時間21分48秒224 柳村 竜秀168 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋﾃﾞ

7時間31分11秒225 松本 和也249 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

7時間31分27秒226 松本　靖彦352 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋｺ

7時間39分53秒227 田口 博樹277 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
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