
- 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 男子

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

2時間58分14秒1 千代 勝博1011 ﾁｼﾛ ｶﾂﾋﾛ

3時間13分52秒2 力石 明久1012 ﾁｶﾗｲｼ ｱｷﾋｻ

3時間15分09秒3 宮前 高博1037 ﾐﾔﾏｴ ﾀｶﾋﾛ

3時間18分14秒4 長谷山 陽大1004 ﾊｾﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

3時間26分31秒5 宇野 清一1030 ｳﾉ ｾｲｲﾁ

3時間29分02秒6 楠井 健1015 ｸｽｲ ｹﾝ

3時間31分06秒7 山本 祐輔1003 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

3時間33分21秒8 森田 一彦1075 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ

3時間36分06秒9 三輪 圭司1040 ﾐﾜ ｹｲｼﾞ

3時間37分16秒10 前田 浩紀1017 ﾏｴﾀ ﾋﾛﾉﾘ

3時間42分20秒11 柴原 靖司1066 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾔｽｼ

3時間45分32秒12 竹藤 治男1069 ﾀｹﾌｼﾞ ﾊﾙｵ

3時間45分32秒13 小島 慎平1024 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

3時間51分56秒14 万庭 浄1104 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ

3時間55分05秒15 荻野 肇1043 ｵｷﾞﾉ ﾊｼﾞﾒ

4時間05分42秒16 寺内 秀巳1062 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾃﾞﾐ

4時間11分41秒17 岡崎 敏夫1089 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｵ

4時間14分42秒18 片山 靖士1018 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｼ

4時間17分52秒19 内田 英憲1055 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

4時間28分19秒20 安田 典充1048 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾐﾂ

4時間31分29秒21 佐藤 隆博1033 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

4時間32分01秒22 川ノ上 正紀1049 ｶﾜﾉｳｴ ﾏｻｷ

4時間32分35秒23 宮脇 久男1081 ﾐﾔﾜｷ ﾋｻｵ

4時間33分36秒24 土島 圭一郎1070 ﾄｼﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

4時間34分19秒25 後藤 友彦1032 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋｺ

4時間39分11秒26 小川 雅也1097 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

4時間41分25秒27 縄稚 浩次1098 ﾅﾜﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ

4時間43分51秒28 吉末 謙二1053 ﾖｼｽｴ ｹﾝｼﾞ

4時間44分44秒29 大槻 友宏1029 ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾋﾛ

4時間45分57秒30 上月 敏之1076 ｺｳﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ

4時間46分36秒31 大木 成浩1052 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ

4時間47分57秒32 斉藤 賢史1101 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

4時間48分17秒33 浪江 義郎1044 ﾅﾐｴ ﾖｼﾛｳ

4時間48分59秒34 武田 惇志1009 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ

4時間49分38秒35 池谷 猶純1082 ｲｹﾀﾆ ﾅｵｽﾞﾐ

4時間54分24秒36 神田 裕之1026 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

4時間57分00秒37 沖田 和也1008 ｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ

4時間58分19秒38 谷口 俊一1035 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ

5時間00分59秒39 中村 研1050 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ

5時間01分52秒40 浅野 利行1022 ｱｻﾉ ﾄｼﾕｷ

5時間09分27秒41 西村 元宏1065 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ

5時間09分48秒42 江見 直哉1005 ｴﾐ ﾅｵﾔ

5時間09分53秒43 小倉 祐二1093 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

5時間10分01秒44 神山 知也1034 ｺｳﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ

5時間10分37秒45 松井 義孝1085 ﾏﾂｲ ﾖｼﾀｶ

5時間13分58秒46 中井 和彦1092 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

5時間13分59秒47 大場 聡1099 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ

5時間15分32秒48 前川 淳1046 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ

5時間17分48秒49 天野 誠1068 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ

5時間20分16秒50 田中 和也1042 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ
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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 男子

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

5時間21分04秒51 坂田 恭介1020 ｻｶﾀ ｷｮｳｽｹ

5時間27分10秒52 藤原 悠平1019 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾍｲ

5時間27分44秒53 西山 誠二1056 ﾆｼﾔﾏ ｾｲｼﾞ

5時間28分04秒54 山口 和彦1077 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

5時間28分37秒55 松井 克伊1105 ﾏﾂｲ ｶﾂﾖｼ

5時間30分46秒56 浜口 寛1088 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

5時間31分33秒57 西平 豊1013 ﾆｼﾋﾗ ﾕﾀｶ

5時間34分27秒58 森津 忠晴1109 ﾓﾘﾂ ﾀﾀﾞﾊﾙ

5時間39分21秒59 中川 一広1067 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

5時間39分56秒60 中村 宏成1002 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾅﾘ

5時間41分04秒61 新野 喜一郎1108 ﾆｲﾉ ｷｲﾁﾛｳ

5時間41分26秒62 東根 昭三1084 ﾋｶﾞｼﾈ ｼｮｳｿﾞｳ

5時間45分00秒63 山岡 亨1036 ﾔﾏｵｶ ﾄｵﾙ

5時間48分04秒64 早田 幸久1106 ｿｳﾀﾞ ﾕｷﾋｻ

5時間48分05秒65 早田 圭吾1007 ｿｳﾀﾞ ｹｲｺﾞ

5時間51分33秒66 塩田 淳平1031 ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5時間51分41秒67 宮野 友孝1107 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ

5時間52分07秒68 内田 学1102 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

5時間54分09秒69 西村 茂1096 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

5時間55分51秒70 地主 聡1051 ｼﾞﾇｼ ｻﾄｼ

5時間56分53秒71 福嶋 孝章1038 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ

5時間57分17秒72 上原 哲1087 ｳｴﾊﾗ ｻﾄｼ

5時間57分53秒73 蔭山 修史1057 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

5時間58分14秒74 井田 弘一1111 ｲﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

5時間58分25秒75 野中 修1113 ﾉﾅｶ ｵｻﾑ

6時間03分40秒76 槇野 博通1063 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐﾁ

6時間10分05秒77 木庭 俊明1090 ｺﾊﾞ ﾄｼｱｷ

6時間14分39秒78 竹尾 倫之1054 ﾀｹｵ ﾄﾓﾕｷ

6時間18分26秒79 安岡 利幸1095 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ

6時間18分47秒80 仲山 悟1094 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄﾙ

6時間20分08秒81 藤原 健1079 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

6時間20分28秒82 藤原 宏行1061 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ

6時間21分18秒83 中西　孝夫1021 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｵ

6時間23分09秒84 藤元 幹洋1060 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ

6時間30分12秒85 尾上 真一1058 ｵﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ

6時間30分13秒86 井勢 幸則1059 ｲｾ ﾕｷﾉﾘ

6時間31分04秒87 田村 旬1100 ﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ

6時間31分35秒88 大岡 憲弘1025 ｵｵｵｶ ﾉﾘﾋﾛ

6時間31分44秒89 岡田 肇1103 ｵｶﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

6時間31分48秒90 紀太 保俊1072 ｷﾀ ﾔｽﾄｼ

6時間36分01秒91 林 武弘1073 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ

6時間37分45秒92 簑田 哲司1091 ﾐﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ

6時間43分31秒93 佐野 慎一1112 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ

6時間50分01秒94 大西 弘久1078 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾋｻ

6時間54分16秒95 金丸 寛史1083 ｶﾅﾏﾙ ﾋﾛﾌﾐ

6時間57分45秒96 川崎 武司1074 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ
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