
リザルト：【ｼｮｰﾄｺｰｽ】 総距離 約28.5Km 獲得標高 1,850m
2018/05/27    0:00:00 スタート

氏名 記録 +Top差順位 住所No. 年齢

第３回 六甲５ピークストレイルレース

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

3:11:58 0:00:001 D103 兵庫県篠原 孝 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 日本

3:26:19 0:14:212 D104 滋賀県板垣 渚 ｲﾀｶﾞｷ ﾅｷﾞｻ 日本

3:46:05 0:34:073 D102 兵庫県楠本 正輝 ｸｽﾓﾄ ﾏｻｷ 日本

4:07:35 0:55:374 D110 兵庫県花登 弘和 ﾊﾅﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 日本

4:08:23 0:56:255 D106 兵庫県辻 圭太郎 ﾂｼﾞ ｹｲﾀﾛｳ 日本

4:09:40 0:57:426 E210 大阪府山本 直博 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 日本

4:10:31 0:58:337 F236 兵庫県高木 鉄平 ﾀｶｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 日本

4:17:53 1:05:558 D107 京都府桐原 篤史 ｷﾘﾊﾗ ｱﾂｼ 日本

4:22:31 1:10:339 D133 兵庫県稲垣 洋 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 日本

4:31:40 1:19:4210 D111 東京都小峯 輝行 ｺﾐﾈ ﾃﾙﾕｷ 日本

4:41:15 1:29:1711 D112 大阪府滝 洋幸 ﾀｷ ﾋﾛﾕｷ 日本

4:41:43 1:29:4512 D109 兵庫県桑田 直記 ｸﾜﾀ ﾅｵｷ 日本

4:41:45 1:29:4713 D154 FRAnais youssefi ｱﾅｲｽｼﾞｮｾﾌ FR

4:44:13 1:32:1514 D113 沖縄県高橋 和成 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 日本

4:44:47 1:32:4915 D119 兵庫県鈴木 夕希子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 日本

4:45:49 1:33:5116 D152 京都府波部 和俊 ﾊﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 日本

4:55:11 1:43:1317 D115 兵庫県撫養 潤一 ﾑﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日本

4:56:37 1:44:3918 E183 兵庫県名村 洋子 ﾅﾑﾗ ﾖｳｺ 日本

4:56:38 1:44:4019 D137 大阪府笹俣 剛 ｻｻﾏﾀ ﾂﾖｼ 日本

4:59:37 1:47:3920 E177 大阪府梶原 智美 ｶｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ 日本

5:00:33 1:48:3521 E170 大阪府北崎 信也 ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝﾔ 日本

5:01:30 1:49:3222 D118 兵庫県重入 史明 ｼｹﾞｲﾘ ﾌﾐｱｷ 日本

5:02:49 1:50:5123 E165 大阪府魚住 真史 ｳｵｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ 日本

5:04:38 1:52:4024 D122 兵庫県宮井 泉 ﾐﾔｲ ｲｽﾞﾐ 日本

5:05:18 1:53:2025 F265 兵庫県金谷 久美子 ｶﾅﾀﾆ ｸﾐｺ 日本

5:08:24 1:56:2626 D127 兵庫県錦織 映子 ﾆｼｷｵﾘ ｴｲｺ 日本

5:11:09 1:59:1127 D105 兵庫県太田 康弘 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 日本

5:11:09 1:59:1128 D108 兵庫県古谷 公一 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ 日本

5:11:57 1:59:5929 D139 兵庫県丸山 賢治 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 日本

5:14:19 2:02:2130 F247 兵庫県浅野 太郎 ｱｻﾉ ﾀﾛｳ 日本

5:16:33 2:04:3531 D126 東京都福島 知彦 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾋｺ 日本

5:17:10 2:05:1232 D132 兵庫県荒川 直樹 ｱﾗｶﾜ ﾅｵｷ 日本

5:17:47 2:05:4933 D128 滋賀県堀 洋 ﾎﾘ ﾋﾛｼ 日本

5:18:16 2:06:1834 E161 兵庫県平尾 浩之 ﾋﾗｵ ﾋﾛﾕｷ 日本

5:19:07 2:07:0935 D125 大阪府石田 義浩 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 日本

5:19:11 2:07:1336 E208 島根県安藤 広乗 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾘ 日本

5:19:21 2:07:2337 E199 滋賀県廣部 憲史 ﾋﾛﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 日本

5:19:55 2:07:5738 F241 福岡県大峯 啓志 ｵｵﾐﾈ ｹｲｼ 日本

5:19:58 2:08:0039 E196 兵庫県池田 晃二郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 日本

5:22:49 2:10:5140 E160 東京都溝畑 茂治 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼｹﾞﾊﾙ 日本

5:23:11 2:11:1341 D117 兵庫県志水 るみ ｼﾐｽﾞ ﾙﾐ 日本

5:26:17 2:14:1942 D141 大阪府廣部 透 ﾋﾛﾍﾞ ﾄｵﾙ 日本

5:26:30 2:14:3243 D146 兵庫県森川 尚美 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾐ 日本

5:26:51 2:14:5344 D147 兵庫県砂原 正和 ｽﾅﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 日本

5:28:58 2:17:0045 D120 京都府奥山 裕照 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 日本

5:30:04 2:18:0646 E175 兵庫県宮本 雄三 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 日本

5:30:25 2:18:2747 D145 大阪府亀田 昭宏 ｶﾒﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 日本

5:30:40 2:18:4248 D138 兵庫県吉田 英樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 日本

5:33:27 2:21:2949 E173 岡山県川邊 岳夫 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｵ 日本

5:34:37 2:22:3950 F240 愛知県大川 淳 ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝ 日本
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5:35:21 2:23:2351 D116 大阪府小泉 肇 ｺｲｽﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 日本

5:35:27 2:23:2952 E157 兵庫県西田 範之 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 日本

5:36:11 2:24:1353 F239 兵庫県池原 彩乃 ｲｹﾊﾗ ｱﾔﾉ 日本

5:37:37 2:25:3954 D153 広島県中間 卓也 ﾅｶﾂﾏ ﾀｸﾔ 日本

5:37:55 2:25:5755 E195 兵庫県橋場 昌義 ﾊｼﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 日本

5:38:22 2:26:2456 D136 大阪府岸 昌喜 ｷｼ ﾏｻｷ 日本

5:39:02 2:27:0457 D140 兵庫県西 直人 ﾆｼ ﾅｵﾄ 日本

5:40:01 2:28:0358 E193 大阪府平生 東 ﾋﾗｵ ｱｽﾞﾏ 日本

5:44:10 2:32:1259 E176 兵庫県川端 幸久 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾋｻ 日本

5:45:03 2:33:0560 E181 大阪府今井 紀明 ｲﾏｲ ﾉﾘｱｷ 日本

5:45:34 2:33:3661 D129 兵庫県斉藤 賢史 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 日本

5:48:36 2:36:3862 F231 大阪府吉川 政治 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 日本

5:48:52 2:36:5463 E180 愛知県五十嵐 博之 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾕｷ 日本

5:48:52 2:36:5464 E164 愛知県北井 義之 ｷﾀｲ ﾖｼﾕｷ 日本

5:49:37 2:37:3965 E167 兵庫県大澤 謙一郎 ｵｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 日本

5:51:57 2:39:5966 D121 京都府木津 彰 ｷﾂﾞ ｱｷﾗ 日本

5:53:10 2:41:1267 F230 大阪府山下 類 ﾔﾏｼﾀ ﾙｲ 日本

5:53:17 2:41:1968 F218 東京都田中 洸 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 日本

5:55:18 2:43:2069 F226 兵庫県牧 民郎 ﾏｷ ﾀﾐｵ 日本

5:55:22 2:43:2470 E182 京都府尾花 康子 ｵﾊﾞﾅ ﾔｽｺ 日本

5:57:06 2:45:0871 E200 兵庫県三浦 泰晃 ﾐｳﾗ ﾔｽｱｷ 日本

6:00:06 2:48:0872 F227 兵庫県田中 秀輝 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 日本

6:01:10 2:49:1273 F221 福岡県蓑輪 行輝 ﾐﾉﾜ ﾕｷﾃﾙ 日本

6:03:52 2:51:5474 D101 兵庫県後藤 友彦 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 日本

6:04:44 2:52:4675 F254 兵庫県木村 晃三 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 日本

6:05:12 2:53:1476 F225 愛知県光永 周平 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 日本

6:05:46 2:53:4877 E189 兵庫県酒井 基樹 ｻｶｲ ﾓﾄｷ 日本

6:07:07 2:55:0978 D134 大阪府砂子澤 毅 ｲｻｺｻﾞﾜ ﾀｹｼ 日本

6:08:56 2:56:5879 F255 兵庫県中村 晃三 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 日本

6:09:01 2:57:0380 D123 兵庫県藤原 秀雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 日本

6:09:39 2:57:4181 E209 兵庫県大鐘 宏一 ｵｵｶﾞﾈ ｺｳｲﾁ 日本

6:09:54 2:57:5682 F266 大阪府中津 健太 ﾅｶﾂ ｹﾝﾀ 日本

6:09:57 2:57:5983 F243 福岡県河野 泰大 ｺｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 日本

6:10:02 2:58:0484 F235 兵庫県石川 正雄 ｲｼｶﾜ ﾏｻｵ 日本

6:10:03 2:58:0585 F233 兵庫県長尾 綾子 ﾅｶﾞｵ ｱﾔｺ 日本

6:10:06 2:58:0886 F259 兵庫県山口 隆史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 日本

6:10:12 2:58:1487 F244 兵庫県清水 剛 ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳ 日本

6:12:31 3:00:3388 E201 兵庫県伊藤 佐知恵 ｲﾄｳ ｻﾁｴ 日本

6:15:37 3:03:3989 E172 京都府瀬崎 暢子 ｾｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 日本

6:16:45 3:04:4790 E202 大阪府水口 忍 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 日本

6:17:19 3:05:2191 E162 兵庫県大地 弘之 ｵｵﾁ ﾋﾛﾕｷ 日本

6:17:25 3:05:2792 E168 岐阜県下堂前 涼子 ｼﾓﾄﾞｳﾏｴ ﾘｮｳｺ 日本

6:18:37 3:06:3993 F238 兵庫県有田 昌昭 ｱﾘﾀ ﾏｻｱｷ 日本

6:21:41 3:09:4394 F214 兵庫県椎葉 愽基 ｼｲﾊﾞ ﾋﾛｷ 日本

6:24:32 3:12:3495 E159 兵庫県小原 賢一 ｵﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 日本

6:26:54 3:14:5696 E192 兵庫県城 剛史 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 日本

6:29:43 3:17:4597 F216 兵庫県神野 義希 ｼﾞﾝﾉ ﾖｼｷ 日本

6:30:59 3:19:0198 E186 大阪府鈴木 正記 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 日本

6:31:49 3:19:5199 E197 大阪府前田 久也 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻﾔ 日本

6:32:36 3:20:38100 E174 兵庫県上垣 晴久 ｳｴｶﾞｷ ﾊﾙﾋｻ 日本
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6:32:36 3:20:38101 E194 兵庫県木村 佐和 ｷﾑﾗ ｻﾜ 日本

6:34:07 3:22:09102 E206 大阪府大坪 宏 ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾛｼ 日本

6:35:20 3:23:22103 E191 大阪府丸山 美津子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂｺ 日本

6:37:40 3:25:42104 F234 埼玉県吉原 直樹 ﾖｼﾊﾗ ﾅｵｷ 日本

6:39:20 3:27:22105 E158 兵庫県池田 有子 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 日本

6:43:14 3:31:16106 F217 大阪府新矢 祐貴 ｼﾝﾔ ﾕｳｷ 日本

6:43:21 3:31:23107 D148 兵庫県穐友 絹美代 ｱｷﾄﾓ ｷﾐﾖ 日本

6:43:21 3:31:23108 D130 大阪府原田 卓也 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 日本

6:43:52 3:31:54109 E198 大阪府岩本 勝治 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 日本

6:43:52 3:31:54110 E179 兵庫県岩永 俊介 ｲﾜﾅｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 日本

6:43:52 3:31:54111 E204 大阪府山田 由紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ 日本

6:43:53 3:31:55112 E203 兵庫県森中 恵美子 ﾓﾘﾅｶ ｴﾐｺ 日本

6:47:24 3:35:26113 D135 徳島県熊本 徹 ｸﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 日本

6:48:34 3:36:36114 D143 大阪府山田 尚明 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 日本

6:49:58 3:38:00115 F262 兵庫県西尾 昌幸 ﾆｼｵ ﾏｻﾕｷ 日本

6:50:07 3:38:09116 E187 奈良県山田 久美男 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｵ 日本

6:50:20 3:38:22117 F249 京都府亀田 奈美 ｶﾒﾀﾞ ﾅﾐ 日本
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