
- 第10回　姫ボタル･瀞川平トレイルラン -

鉢伏えりゃあコース 28km 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/7/3

　　    スタート 8:00:00 

 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49分16秒1 棚田 のぞみ1504 ﾀﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

3時間50分48秒2 山本 暁子1516 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ

3時間59分33秒3 宮崎 葉香1546 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ

4時間09分53秒4 井上 友美1513 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

4時間22分27秒5 藤井 恵理子1531 ﾌｼﾞｲ ｴﾘｺ

4時間24分11秒6 田島 美穂1566 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾎ

4時間33分51秒7 池淵 由希1507 ｲｹﾌﾞﾁ　ﾕｷ

4時間34分42秒8 吉末 衣里1552 ﾖｼｽｴ ｴﾘ

4時間41分48秒9 藤田 恭子1560 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｺ

4時間45分21秒10 大西 直美1544 ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ

4時間45分56秒11 岩 千恵1521 ｲﾜ ﾁｴ

4時間58分07秒12 小西 尚子1540 ｺﾆｼ ﾋｻｺ

4時間58分10秒13 中村 美穂1525 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ

5時間02分54秒14 森本 沙織1502 ﾓﾘﾓﾄ ｻｵﾘ

5時間04分55秒15 山本 佳世1509 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ

5時間07分45秒16 竹尾 かおり1530 ﾀｹｵ ｶｵﾘ

5時間08分31秒17 中村 多賀子1542 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ

5時間09分11秒18 西林 まり子1511 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ

5時間09分53秒19 伊藤 直子1543 ｲﾄｳ ﾅｵｺ

5時間13分17秒20 冨田 由紀子1538 ﾄﾐﾀ ﾕｷｺ

5時間15分32秒21 前川 佑里子1510 ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｺ

5時間17分26秒22 飯尾 圭子1532 ｲｲｵ ｹｲｺ

5時間20分34秒23 三村 慶子1520 ﾐﾑﾗ ﾖｼｺ

5時間27分32秒24 小谷 桂1506 ｺﾀﾆ ｹｲ

5時間33分25秒25 山口 奈美1528 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾐ

5時間33分25秒26 長畑 薫1551 ﾅｶﾞﾊﾀ ｶｵﾙ

5時間40分00秒27 高野 絵里香1505 ﾀｶﾉ ｴﾘｶ

5時間43分45秒28 川崎 詩乃1536 ｶﾜｻｷ ｼﾉ

5時間51分41秒29 宮崎 真由美1517 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾐ

5時間56分00秒30 高梨 秀美1556 ﾀｶﾅｼ ﾋﾃﾞﾐ

5時間59分37秒31 木庭 明子1562 ｺﾊﾞ ｱｷｺ

6時間01分06秒32 須賀 幸恵1518 ｽｶﾞ ｻﾁｴ

6時間01分31秒33 田中 淳子1555 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ

6時間01分32秒34 南里 愛1553 ﾅﾝﾘ ｱｲ

6時間02分11秒35 大江 郷子1550 ｵｵｴ ｻﾄｺ

6時間02分15秒36 松永 ひとみ1564 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ

6時間02分55秒37 羽山 由樹1501 ﾊﾔﾏ ﾕｷ

6時間08分16秒38 乗上 弥生1563 ﾉﾘｶﾞﾐ ﾔﾖｲ

6時間08分16秒39 三吉 喜代子1570 ﾐﾖｼ ｷﾖｺ

6時間14分37秒40 河野 有香子1515 ｶﾜﾉ ﾕｶｺ

6時間18分50秒41 水野 綾子1549 ﾐｽﾞﾉ ｱﾔｺ

6時間21分19秒42 那須　晴美1533 ﾅｽ ﾊﾙﾐ

6時間21分21秒43 多加 数美1535 ﾀｶﾞ ｶｽﾞﾐ

6時間23分08秒44 藤元 愛1508 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲ

6時間29分24秒45 河本 郁子1537 ｶﾜﾓﾄ ｲｸｺ

6時間30分14秒46 丸山 真紀1534 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

6時間31分36秒47 松岡 朋枝1514 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｴ

6時間31分48秒48 盛田 愛子1547 ﾓﾘﾀ ｱｲｺ

6時間34分41秒49 杉村 恵理1548 ｽｷﾞﾑﾗ ｴﾘ

6時間36分00秒50 廣田 京子1559 ﾋﾛﾀ ｷｮｳｺ
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- 第10回　姫ボタル･瀞川平トレイルラン -

鉢伏えりゃあコース 28km 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/7/3

　　    スタート 8:00:00 

 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37分08秒51 俵 敦子1539 ﾀﾜﾗ ｱﾂｺ

6時間37分08秒52 笠井 裕代1569 ｶｻｲ ﾋﾛﾖ

6時間37分09秒53 森本　園子1568 ﾓﾘﾓﾄ ｿﾉｺ

6時間37分27秒54 河村 美子1567 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ

6時間37分45秒55 簑田 みちよ1558 ﾐﾉﾀﾞ ﾐﾁﾖ

6時間39分31秒56 高橋 美穂子1529 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ

6時間46分17秒57 塚本 ゆかり1512 ﾂｶﾓﾄ ﾕｶﾘ

6時間46分17秒58 篠原 由佳1524 ｼﾉﾊﾗ ﾕｶ

6時間48分55秒59 杉岡 則子1565 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ

6時間50分09秒60 清水 まなみ1557 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ

6時間51分57秒61 神田 美恵子1545 ｶﾝﾀﾞ ﾐｴｺ

6時間57分46秒62 伊藤 奈美1519 ｲﾄｳ ﾅﾐ
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