
- 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 40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27分49秒1 河畑 和宏215 ｶﾜﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

3時間30分23秒2 岩本 慎吾216 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

3時間30分44秒3 浜田 勝義210 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

3時間39分18秒4 貝井 章信177 ｶｲｲ ｱｷﾉﾌﾞ

3時間39分43秒5 近藤 剛202 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ

3時間53分05秒6 永田 昌平170 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

3時間53分11秒7 堀口 真也164 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

3時間53分42秒8 大庭 健作185 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｻｸ

3時間54分16秒9 出田 浩之195 ｲｽﾞﾀ ﾋﾛｼ

3時間58分20秒10 田中 陽介149 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

3時間59分06秒11 池田 隆一205 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

4時間00分04秒12 来住 裕也162 ｷｼ ﾕｳﾔ

4時間00分06秒13 仲西 宏234 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ

4時間02分31秒14 原口 貴志147 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ

4時間03分10秒15 近藤 隆199 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

4時間03分27秒16 山田 謙介198 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ

4時間05分39秒17 前田 義典221 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

4時間06分56秒18 仲義 岳志165 ﾅｶｷﾞ ﾀｹｼ

4時間13分46秒19 高橋 剛介229 ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳｽｹ

4時間14分13秒20 藤光 敏孝180 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄｼﾀｶ

4時間20分55秒21 橋本 寛記186 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

4時間21分26秒22 佐藤 誠史223 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ

4時間22分53秒23 井戸 基也167 ｲﾄﾞ ﾓﾄﾔ

4時間27分16秒24 岡田 昌剛150 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

4時間30分39秒25 寺本 雅彦208 ﾃﾗﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

4時間31分33秒26 和久 弥179 ﾜｸ ﾋｻｼ

4時間32分23秒27 綿谷 力191 ﾜﾀﾀﾆ ﾁｶﾗ

4時間39分27秒28 永田 雄次172 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

4時間40分31秒29 魚津 信悟173 ｳｵﾂﾞ ｼﾝｺﾞ

4時間40分53秒30 金井 孝之217 ｶﾅｲ ﾀｶﾕｷ

4時間40分57秒31 淺田 宜律139 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

4時間41分14秒32 北尾 英樹160 ｷﾀｵ ﾋﾃﾞｷ

4時間41分40秒33 谷 大基211 ﾀﾆ ﾋﾛｷ

4時間43分53秒34 荻内 俊彦151 ｵｷﾞｳﾁ ﾄｼﾋｺ

4時間44分29秒35 小野 哲史174 ｵﾉ ﾃﾂｼ

4時間49分25秒36 伊藤 和啓222 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

4時間49分45秒37 安藤 博昭231 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

4時間51分47秒38 大角 一生230 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

4時間52分24秒39 木村 義郎220 ｷﾑﾗ ﾖｼﾛｳ

4時間53分17秒40 小松 雅弘237 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ

4時間53分34秒41 山﨑 優184 ﾔﾏｻｷ ﾕｳ

4時間53分46秒42 西田 洋介182 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ

4時間56分13秒43 永田 浩也224 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾔ

4時間57分12秒44 竹山 喜隆213 ﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

4時間58分11秒45 中田 謙一郎206 ﾅｶﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

4時間58分59秒46 櫻井 武士187 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ

4時間59分15秒47 永安 信博181 ﾅｶﾞﾔｽ ﾉﾌﾞﾋﾛ

5時間02分44秒48 榊原 浩178 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

5時間03分25秒49 中坂 政彦154 ﾅｶｻｶ ﾏｻﾋｺ

5時間03分25秒50 小林 真輔153 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ

Powered by Denso-system



- 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 40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

5時間04分46秒51 吉田 修久183 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ

5時間05分36秒52 中塚 篤志143 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｼ

5時間09分49秒53 森川 正也146 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾔ

5時間10分40秒54 荒木 耕太155 ｱﾗｷ ｺｳﾀ

5時間20分30秒55 近江戸 一平169 ｵｵﾐﾄﾞ ｲｯﾍﾟｲ

5時間23分48秒56 小林 貴昭218 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ

5時間24分06秒57 野村 祐介197 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ

5時間24分54秒58 鎌倉 誠145 ｶﾏｸﾗ ﾏｺﾄ

5時間24分55秒59 若杉 正人152 ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾄ

5時間25分11秒60 村田 成正214 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾏｻ

5時間34分06秒61 平根 雅希166 ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

5時間35分34秒62 安藤 僚裕233 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ

5時間41分35秒63 美濃部 啓176 ﾐﾉﾍﾞ ﾋﾗｸ

5時間46分20秒64 齋藤 充範212 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ

5時間46分24秒65 平石 真太郎203 ﾋﾗｲｼ ｼﾝﾀﾛｳ

5時間46分59秒66 吉田 英樹196 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

5時間47分09秒67 中村 大輔207 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

5時間49分20秒68 市成 昇寛189 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ

5時間51分05秒69 佐原 正樹228 ｻﾊﾗ ﾏｻｷ

5時間54分41秒70 松沢 敦204 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾂｼ

5時間54分41秒71 山本 幸弘188 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

6時間00分24秒72 金月 周平194 ｷﾝｹﾞﾂ ｼｭｳﾍｲ

6時間03分00秒73 大田 隼也148 ｵｵﾀ ﾄｼﾔ

6時間05分05秒74 田淵 清輝201 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾖﾃﾙ

6時間07分21秒75 扶蘇 正樹163 ﾌｿ ﾏｻｷ

6時間11分26秒76 廣部 元樹157 ﾋﾛﾍﾞ ｹﾞﾝｷ

6時間14分51秒77 澤田 賢二200 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

6時間19分06秒78 堀井 亮一225 ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

6時間29分32秒79 羽田 栄太235 ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ

6時間41分42秒80 日野 和幸209 ﾋﾉ ｶｽﾞﾕｷ

6時間48分55秒81 坂根 英樹236 ｻｶﾈ ﾋﾃﾞｷ

7時間03分36秒82 安原 康司159 ﾔｽﾊﾗ ｺｳｼﾞ

7時間08分17秒83 居垣 充博232 ｲｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ

7時間13分37秒84 倉邊 佳輝190 ｸﾗﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ

7時間15分26秒85 西村 崇156 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ

7時間21分48秒86 柳村 竜秀168 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋﾃﾞ

Powered by Denso-system


