
- 第9回　姫ボタル・瀞川平トレイルランニング -

山賊ドえりゃあコース 30km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： 7:00:00

会場: 兎和野高原スキー場特設会場

主催: 姫ボタル・瀞川平トレイルラン実行委員会

2時間40分47秒1 豊島　正士152 ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

2時間46分49秒2 小郷 和希317 ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ

2時間52分31秒3 貝井 章信334 ｶｲｲ ｱｷﾉﾌﾞ

2時間53分05秒4 浜田　勝義160 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

2時間59分06秒5 中村 暁雄247 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

3時間04分48秒6 田中 彰208 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

3時間05分33秒7 橋本 寛記201 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

3時間11分27秒8 古家 圭214 ﾌﾙﾔ ｹｲ

3時間16分17秒9 大庭 健作186 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｻｸ

3時間18分05秒10 近藤 隆261 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

3時間18分57秒11 樽井 一郎239 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ

3時間20分27秒12 米井 吾一198 ﾖﾈｲ ｺﾞｲﾁ

3時間20分39秒13 大角 一生331 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

3時間21分52秒14 西口 賢悟267 ﾆｼｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ

3時間22分58秒15 堀口 真也287 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

3時間23分26秒16 池田 隆一320 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

3時間25分31秒17 中本　洋志156 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

3時間25分35秒18 稲岡 宏隆306 ｲﾅｵｶ ﾋﾛﾀｶ

3時間25分36秒19 大西　哲朗343 ｵｵﾆｼ　ﾃﾂﾛｳ

3時間26分12秒20 小澤 隆230 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ

3時間27分39秒21 下雅意 元実240 ｼﾓｶﾞｲ ﾓﾄﾐ

3時間29分38秒22 姫村 明生227 ﾋﾒﾑﾗ ｱｷｵ

3時間32分03秒23 中山 信次252 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

3時間32分42秒24 村上 竜也255 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ

3時間36分01秒25 仲義　岳志153 ﾅｶｷﾞ ﾀｹｼ

3時間36分14秒26 大田垣 光洋234 ｵｵﾀｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

3時間37分00秒27 菅 功成303 ｽｶﾞ ｶﾂﾅﾘ

3時間38分57秒28 田中 陽介207 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

3時間39分05秒29 西村 貴彦193 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

3時間39分10秒30 小林 憲司280 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ

3時間39分31秒31 石原 裕士298 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ

3時間40分20秒32 楠 光政321 ｸｽﾉｷ ﾐﾂﾏｻ

3時間42分30秒33 三角　道夫170 ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ

3時間42分35秒34 河木 孝光260 ｶﾜｷ ﾀｶﾐﾂ

3時間42分42秒35 古賀 誠257 ｺｶﾞ ﾏｺﾄ

3時間42分56秒36 伊藤 明237 ｲﾄｳ ｱｷﾗ

3時間43分07秒37 松原 憲行249 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ

3時間43分24秒38 稲吉 靖307 ｲﾅﾖｼ ﾔｽｼ

3時間44分09秒39 和久 弥196 ﾜｸ ﾋｻｼ

3時間44分16秒40 大西 徳雄195 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｵ

3時間46分33秒41 吉田　眞二郎177 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ

3時間46分41秒42 砥堀 哲弥289 ﾄﾎﾘ ﾃﾂﾔ

3時間46分50秒43 多田羅 英児264 ﾀﾀﾗ ｴｲｼﾞ

3時間47分08秒44 竹中 浩之266 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

3時間47分18秒45 福永 幹哉310 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐｷﾔ

3時間47分34秒46 井上 敏博213 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ

3時間47分43秒47 栗田 真志253 ｸﾘﾀ ｼﾝｼﾞ

3時間50分40秒48 盛田 祥敬323 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ

3時間51分18秒49 今村　拓司108 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

3時間51分25秒50 藤光 敏孝311 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄｼﾀｶ
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3時間52分16秒51 山本 暁生288 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｵ

3時間52分52秒52 本間 晋244 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ

3時間54分09秒53 中塚 篤志211 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ

3時間55分56秒54 伊藤 和啓335 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間58分03秒55 八木 博則194 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ

3時間58分11秒56 田淵 祐介297 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ

3時間58分14秒57 畑田 章夫212 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘｵ

3時間58分51秒58 谷渕　直也147 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾅｵﾔ

3時間59分00秒59 萩藤 幸雄293 ﾊｷﾞﾄｳ ﾕｷｵ

3時間59分16秒60 藤井 秀信291 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

3時間59分52秒61 平山 淳士182 ﾋﾗﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｼﾞ

4時間00分04秒62 井寄 慎192 ｲﾖﾘ ﾏｺﾄ

4時間00分23秒63 野村 祐介284 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ

4時間02分23秒64 藤田 晃生308 ﾌｼﾞﾀ ﾃﾙｵ

4時間02分27秒65 吉田　修久178 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

4時間03分36秒66 内田 寿昭302 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｱｷ

4時間03分47秒67 執行　裕二136 ｼｷﾞｮｳ ﾕｳｼﾞ

4時間04分30秒68 梶本 和宏319 ｶｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間04分37秒69 角田 敬彦228 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

4時間06分37秒70 櫻井　武士133 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ

4時間07分43秒71 田川 兆伸286 ﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

4時間10分03秒72 浅野 裕佑315 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ

4時間10分50秒73 栗林 誠254 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

4時間11分48秒74 森川 裕史304 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ

4時間12分28秒75 植和田　政一111 ｳｴﾜﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

4時間13分34秒76 冨島　健二151 ﾄﾐｼﾏ ｹﾝｼﾞ

4時間14分21秒77 金児　利久121 ｶﾈｺ ﾄｼﾋｻ

4時間15分20秒78 宮本 茂251 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

4時間17分04秒79 岡崎 哲二246 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ

4時間17分43秒80 金井　孝之119 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ

4時間17分47秒81 安藤 僚裕325 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ

4時間18分03秒82 藤田 和也265 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ

4時間18分32秒83 松永 哲哉243 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ

4時間19分25秒84 小林　貴昭　132 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

4時間20分08秒85 戸野 隆弘312 ﾄﾉ ﾀｶﾋﾛ

4時間20分19秒86 志水　裕記183 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ

4時間20分53秒87 居垣　充博103 ｲｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

4時間21分20秒88 藤田 敦210 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

4時間23分31秒89 川嶋 久志318 ｶﾜｼﾏ ﾋｻｼ

4時間24分00秒90 山本　和市郎174 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｲﾁﾛｳ

4時間24分09秒91 岩本 勝治316 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂｼﾞ

4時間25分05秒92 山添 哲司187 ﾔﾏｿﾞｴ ﾃﾂｼﾞ

4時間25分08秒93 松尾　孝徳167 ﾏﾂｵ ﾀｶﾉﾘ

4時間25分11秒94 岩田　有生110 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

4時間25分50秒95 西川 雅彦191 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ

4時間26分56秒96 寺川　庸一342 ﾃﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ

4時間27分58秒97 武田 将行333 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

4時間29分26秒98 後上　祐一130 ｺﾞｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁ

4時間29分33秒99 今井 由紀332 ｲﾏｲ ﾖｼｷ

4時間29分44秒100 三田 賢志262 ｻﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

Powered by Denso-system



- 第9回　姫ボタル・瀞川平トレイルランニング -

山賊ドえりゃあコース 30km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： 7:00:00

会場: 兎和野高原スキー場特設会場

主催: 姫ボタル・瀞川平トレイルラン実行委員会

4時間30分40秒101 平根 雅希229 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

4時間34分02秒102 大槻 友宏226 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ

4時間34分38秒103 杉田 宗聴299 ｽｷﾞﾀ ﾑﾈｱｷ

4時間35分06秒104 織田　大介117 ｵﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

4時間35分32秒105 鍾谷　雄三337 ｶﾏﾀﾆ ﾕｳｿﾞｳ

4時間37分56秒106 岡本　憲昌114 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ

4時間39分27秒107 藤枝　健一162 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

4時間41分58秒108 松久 明弘272 ﾏﾂﾋｻ ｱｷﾋﾛ

4時間42分15秒109 多田 明信270 ﾀﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ

4時間42分51秒110 蔭山 敏之241 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼﾕｷ

4時間43分16秒111 神戸 邦啓274 ｺｳﾍﾞ ｸﾆﾋﾛ

4時間43分59秒112 堀井 亮一242 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

4時間44分10秒113 蟹井　修三120 ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ

4時間47分40秒114 西田　浩樹158 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

4時間49分16秒115 小島 茂之202 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ

4時間49分38秒116 斉藤 紀幸283 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

4時間51分27秒117 藤田 勉328 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ

4時間52分35秒118 増田 貴美夫232 ﾏｽﾀﾞ ｷﾐｵ

4時間56分07秒119 池田 考輝300 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ

4時間56分43秒120 羽田 栄太313 ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ

4時間57分23秒121 八木 真279 ﾔｷﾞ ﾏｺﾄ

4時間58分18秒122 入江　潤109 ｲﾘｴ ｼﾞｭﾝ

4時間58分26秒123 曽我　良平141 ｿｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ

5時間00分50秒124 吉田　昌弘179 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

5時間02分35秒125 田中 雅也233 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ

5時間04分58秒126 谷川 信一197 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

5時間05分28秒127 湯川　啓次175 ﾕｶﾜ ｹｲｼﾞ

5時間06分40秒128 永富　雅文154 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾏｻﾌﾐ

5時間06分46秒129 白星　純次139 ｼﾗﾎｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ

5時間06分55秒130 北林　大輝126 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

5時間09分51秒131 中橋 雄也282 ﾅｶﾊｼ ｶﾂﾔ

5時間10分43秒132 藤原　正佳163 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ

5時間10分59秒133 北　幸広125 ｷﾀ ﾕｷﾋﾛ

5時間11分23秒134 沖村　博道116 ｵｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ

5時間13分03秒135 生田　勝也104 ｲｸﾀ ｶﾂﾔ

5時間13分47秒136 大中　康史112 ｵｵﾅｶ ﾔｽｼ

5時間16分00秒137 池永 治貴238 ｲｹﾅｶﾞ ﾊﾙｷ

5時間16分10秒138 内海 三洋245 ｳﾂﾐ ﾐﾂﾋﾛ

5時間18分10秒139 佐々木　智博134 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

5時間19分41秒140 菅野 宜昌329 ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾖｼ

5時間19分54秒141 橋本 洋之326 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

5時間20分14秒142 内海　照士338 ｳﾂﾐ ｼｮｳｼﾞ

5時間20分42秒143 東方　浩341 ﾋｶﾞｼｶﾞﾀ ﾋﾛｼ

5時間24分32秒144 河津　次郎123 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ

5時間25分45秒145 岩本 保彦223 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ

5時間26分16秒146 中島 幸一205 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

5時間26分16秒147 植木 健190 ｳｴｷ ｹﾝ

5時間39分03秒148 薗田 正彦263 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

5時間41分35秒149 太田原 慎也324 ｵｵﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ

5時間46分06秒150 田渕　貞治148 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾀﾞﾊﾙ
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5時間48分47秒151 出嶋　光信150 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ

5時間56分08秒152 村上　宜也171 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞﾔ

5時間57分46秒153 小泉 雅裕292 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ

5時間57分48秒154 藤井 智也281 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

5時間57分49秒155 永瀬 和成277 ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾅﾘ

6時間06分44秒156 松田　茂樹168 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞｷ

6時間10分17秒157 松本　和也169 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ

6時間13分26秒158 小山 裕一322 ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

6時間14分32秒159 勢志　大作140 ｾｼ ﾀﾞｲｻｸ

6時間18分19秒160 戸田 浩介296 ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ

6時間27分15秒161 松本 聡235 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

6時間49分22秒162 水田 秀一285 ﾐｽﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ

6時間49分22秒163 大村　景文339 ｵｵﾑﾗ ｶｹﾞﾌﾐ

7時間15分55秒164 瓦谷 尚志248 ｶﾜﾗﾀﾆ ﾀｶｼ
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