
- 第9回　姫ボタル・瀞川平トレイルランニング -

鉢伏えりゃあコース 28km 男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： 8:00:00

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36分53秒1 近藤 剛1094 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

2時間49分34秒2 三輪　圭司1037 ﾐﾜ ｹｲｼﾞ

3時間00分14秒3 森田　一彦1038 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ

3時間02分21秒4 井上 進1104 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ

3時間04分13秒5 鎌下 修1125 ｶﾏｼﾀ ｵｻﾑ

3時間06分13秒6 西川　貴清1026 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｷﾖ

3時間06分46秒7 柴原 靖司1079 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾔｽｼ

3時間12分55秒8 奥田 一成1118 ｵｸﾀﾞ ｲｯｾｲ

3時間15分44秒9 滝 信一郎1058 ﾀｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

3時間17分33秒10 松岡　光浩1033 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾋﾛ

3時間17分41秒11 山下 拓1068 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸ

3時間24分22秒12 古谷 公一1095 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ

3時間25分16秒13 清水 和幸1116 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ

3時間27分49秒14 佐藤 隆博1100 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

3時間30分04秒15 中谷 晃規1121 ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾉﾘ

3時間30分51秒16 大門 正和1122 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻｶｽﾞ

3時間31分49秒17 北尾　英樹1012 ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

3時間32分31秒18 藤本 寿希1088 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼｷ

3時間32分36秒19 野々内　康二1027 ﾉﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ

3時間36分12秒20 内田 英憲1106 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3時間38分47秒21 阿部 潤二郎1062 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ

3時間40分59秒22 鍵谷　昌之1009 ｶｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾕｷ

3時間43分39秒23 榎村 康史1101 ｴﾉﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ

3時間46分00秒24 河本 浩幸1129 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

3時間47分08秒25 縄稚 浩次1069 ﾅﾜﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ

3時間47分40秒26 西元 利仁1076 ﾆｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾄ

3時間47分58秒27 野村 充司1126 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｼ

3時間49分19秒28 蔦 邦俊1120 ﾂﾀ ｸﾆﾄｼ

3時間51分31秒29 西村　茂1137 ﾆｼﾑﾗ ｲｹﾞﾙ

3時間59分07秒30 藤井　武士1031 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ

3時間59分58秒31 鶴本　幸宏1139 ﾂﾙﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

4時間01分19秒32 原 基裕1110 ﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ

4時間01分28秒33 玉林 文人1128 ﾀﾏﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾄ

4時間04分26秒34 井口 恵一郎1107 ｲｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

4時間07分34秒35 大場 聡1060 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

4時間07分38秒36 宮野　友孝1036 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ

4時間07分41秒37 山本 英樹1119 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

4時間07分55秒38 中井　和彦1138 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

4時間08分15秒39 上月　敏之1014 ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

4時間09分26秒40 壁 義郎1074 ｶﾍﾞ ﾖｼﾛｳ

4時間10分24秒41 眞杉 徳仁1089 ﾏｽｷﾞ ﾉﾘﾋﾄ

4時間10分55秒42 斉藤 秀一1123 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ

4時間11分02秒43 東根 昭三1077 ﾋｶﾞｼﾈ ｼｮｳｿﾞｳ

4時間15分23秒44 髙丸　道信1021 ﾀｶﾏﾙ ﾐﾁﾉﾌﾞ

4時間17分22秒45 阿江 克彦1084 ｱｴ ｶﾂﾋｺ

4時間17分46秒46 林 武弘1072 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ

4時間18分54秒47 山口 隆史1096 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

4時間20分47秒48 平野　憲1029 ﾋﾗﾉ ｹﾝ

4時間20分51秒49 樫木 研二1111 ｶｼｷ ｹﾝｼﾞ

4時間21分10秒50 福嶋　孝章1030 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ
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4時間21分40秒51 天野 誠1056 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ

4時間24分53秒52 真田 順一1087 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

4時間25分59秒53 梶谷 雅弘1059 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

4時間26分16秒54 藤澤 亮裕1078 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ

4時間27分50秒55 安岡　利幸1040 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ

4時間33分26秒56 煙草　修行1023 ﾀﾊﾞｺ ﾅｵﾕｷ

4時間33分26秒57 橋本 剛1050 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ

4時間36分12秒58 山口 和彦1044 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾋｺ

4時間37分56秒59 中川　一広1134 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間39分28秒60 福井 康彦1061 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ

4時間41分03秒61 蔭山　修史1010 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

4時間41分54秒62 後藤 友彦1097 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋｺ

4時間42分46秒63 宮田　譲1035 ﾐﾔﾀ ﾕｽﾞﾙ

4時間45分01秒64 新野　喜一郎1131 ｼﾝﾉ ｷｲﾁﾛｳ

4時間45分35秒65 堀 和秀1099 ﾎﾘ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

4時間46分19秒66 佐伯　孝博1015 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ

4時間46分36秒67 小倉　雄二1132 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

4時間48分58秒68 地主 聡1049 ｼﾞﾇｼ ｻﾄｼ

4時間50分51秒69 井田 弘一1135 イダﾞ ｺｳｲﾁ

4時間54分02秒70 大石 英樹1102 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞｷ

4時間54分37秒71 上田 貴広1065 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

4時間58分25秒72 山本 寿郎1053 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ

4時間59分10秒73 吉平 一彦1117 ﾖｼﾋﾗ ｶｽﾞﾋｺ

5時間06分32秒74 大坪　豊1007 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ

5時間09分37秒75 藤原　健1032 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

5時間17分25秒76 渡邊　篤史1043 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

5時間22分36秒77 藤原 宏行1113 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ

5時間25分11秒78 田村　旬1024 ﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ

5時間37分22秒79 早田 圭吾1070 ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ

5時間37分27秒80 早田 幸久1071 ｿｳﾀﾞ ﾕｷﾋｻ

5時間37分42秒81 神山 知也1085 ｺｳﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ

5時間38分31秒82 金丸 寛史1045 ｶﾅﾏﾙ　ﾋﾛﾌﾐ

5時間38分48秒83 上月 茂和1051 ｺｳﾂﾞｷ ｼｹﾞｶｽﾞ

5時間41分34秒84 佐野　慎一1017 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ

5時間42分43秒85 紀太 保俊1067 ｷﾀ ﾔｽﾄｼ

5時間44分00秒86 簑田　哲司1034 ﾐﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ

5時間44分06秒87 大岡　憲弘1006 ｵｵｵｶ ﾉﾘﾋﾛ

5時間45分41秒88 直 聖一郎1086 ﾅｵ ｾｲｲﾁﾛｳ

5時間46分45秒89 森　篤史1004 ﾓﾘ ｱﾂｼ

5時間52分24秒90 川崎　武司1011 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ

5時間52分53秒91 大西　弘久1008 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾋｻ
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