
順位 ナンバー 氏名 記　　録

第2回カムロトレイルラン 2022年10月2日

 ミドル31km男子

県名氏名カナ

321 今井　達弥 03:32:301 ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ 山形県

317 原　和也 03:33:352 ﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 秋田県

305 村山　智仁 03:54:373 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ 宮城県

328 佐藤　清志 04:00:154 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 山形県

302 松村　真一郎 04:11:575 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県

323 鈴木　洋昭 04:15:496 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 福島県

318 椎橋　貞人 04:53:447 ｼｲﾊﾞｼ ｻﾀﾞﾄ 宮城県

327 森川　栄治 05:04:268 ﾓﾘｶﾜ ｴｲｼﾞ 秋田県

310 今野　広信 05:05:569 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 山形県

325 佐藤　聡 05:06:4210 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県

301 柴田　元 05:10:2611 ｼﾊﾞﾀ ｹﾞﾝ 東京都

313 高橋　敬憲 05:14:5912 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾉﾘ 山形県

306 高橋　正明 05:22:2813 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 宮城県

330 豊嶋　教生 05:42:1514 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾘｵ 宮城県

315 我妻　徹 05:45:1415 ｱﾂﾞﾏ ﾄｵﾙ 宮城県

308 田島　卓也 05:47:5416 ﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 山形県

320 荒井　克司 05:48:1217 ｱﾗｲ ｶﾂｼ 山形県

303 青木　秀太 05:52:4318 ｱｵｷ ｼｭｳﾀ 宮城県

326 富山　健一 06:04:2319 ﾄﾐﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 山形県

332 工藤　寛顕 06:09:4220 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 山形県

324 加藤　勝広 06:12:0921 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 岩手県

316 秦　成紀 06:19:4522 ﾊﾀ ｼｹﾞﾉﾘ 宮城県

334 近谷　洋一 06:42:4523 ｺﾝﾔ ﾖｳｲﾁ 岩手県

319 鈴木　紳 07:02:2124 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 山形県

314 佐藤　匡廣 07:04:0225 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県

307 佐藤　知弘 07:27:2226 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県

311 鈴木　温士 07:31:5227 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県

329 鈴木　浩輝 07:37:4428 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 秋田県

309 阿部　潤 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県DNF
312 小玉　哲也 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾔ 秋田県DNF
335 大滝　満雄 ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ 宮城県DNF
304 丹野　健一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 宮城県DNS
322 中谷　和規 ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都DNS
331 佐藤　大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 山形県DNS
333 今野　嘉政 ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ 宮城県DNS
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順位 ナンバー 氏名 記　　録

第2回カムロトレイルラン 2022年10月2日

 ミドル31km女子
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206 及川　奈々恵 04:53:591 ｵｲｶﾜ ﾅﾅｴ 宮城県

209 山本　文乃 05:07:152 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 宮城県

203 伊藤　香里 05:13:583 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県

204 五十嵐　理子 05:27:564 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｺ 埼玉県

212 Handscomb　Alice 05:33:335 ﾊﾝｽｺｰﾑ ｱﾘｽ 岩手県

205 阿部　千恵 05:34:326 ｱﾍﾞ ﾁｴ 岩手県

207 佐藤　久美子 05:55:067 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 岩手県

213 高橋　敦子 06:09:478 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 宮城県

210 菅原　美幸 06:11:559 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕｷ 宮城県

208 羽渕　由紀子 06:54:1910 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ 秋田県

201 中塚　薫 07:19:3511 ﾅｶﾂｶ ｶｵﾙ 宮城県

202 安岡　忍 07:27:2312 ﾔｽｵｶ ｼﾉﾌﾞ 宮城県

211 西塚　孝子 ﾆｼﾂﾞｶ  ﾀｶｺ 山形県DNS
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