
- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 女子

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： 6:00:00

会場: 小浜～（鯖街道）～出町公園

主催: 鯖街道ウルトラマラソン実行委員会

7時間27分50秒1 小林　玲子657 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ 兵庫県

7時間47分49秒2 片岡　昭子649 ｶﾀｵｶ ｱｷｺ 兵庫県

8時間14分05秒3 志水　るみ650 ｼﾐｽﾞ ﾙﾐ 兵庫県

8時間17分58秒4 枡谷　優華606 ﾏｽﾀﾆ ﾕｳｶ 京都府

8時間24分07秒5 井村　知世686 ｲﾑﾗ ﾄﾓﾖ 京都府

8時間27分57秒6 今田　麻紀子604 ｲﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 大阪府

8時間28分50秒7 内田　彩子637 ｳﾁﾀﾞ ｻｲｺ 京都府

8時間59分21秒8 山田　孝江696 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｴ 奈良県

9時間18分52秒9 橋本　晶世683 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾖ 兵庫県

9時間25分51秒10 吉田　里紗609 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 京都府

9時間26分30秒11 奥薗　由紀子709 ｵｸｿﾞﾉ ﾕｷｺ 東京都

9時間28分27秒12 仙石　十三子707 ｾﾝｺﾞｸ ﾄﾐｺ 岐阜県

9時間34分15秒13 江口　友恵613 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｴ 京都府

9時間34分37秒14 前田　美咲子702 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 兵庫県

9時間42分07秒15 岡村　ひろ子711 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 京都府

9時間43分32秒16 門川　裕子684 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｺ 大阪府

9時間45分52秒17 上家　清代美728 ｱｹﾞﾔ ｷﾖﾐ 大阪府

9時間49分30秒18 蔵重　知子622 ｸﾗｼｹﾞ ﾄﾓｺ 兵庫県

9時間57分01秒19 三木　早苗680 ﾐｷ ｻﾅｴ 兵庫県

9時間57分55秒20 東　博子671 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｺ 京都府

10時間01分25秒21 木村　泰子669 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 東京都

10時間09分35秒22 六車　直美692 ﾛｸｼｬ ﾅｵﾐ 大阪府

10時間17分14秒23 小野　紗恵子619 ｵﾉ ｻｴｺ 京都府

10時間19分52秒24 山本　都志江676 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｴ 福井県

10時間20分01秒25 野田　郁代697 ﾉﾀﾞ ｲｸﾖ 福井県

10時間20分52秒26 竹内　眞弓688 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ 奈良県

10時間23分07秒27 杉山　由紀子682 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 神奈川県

10時間24分32秒28 石本　彰子713 ｲｼﾓﾄ ｼｮｳｺ 兵庫県

10時間25分26秒29 梶原　智美675 ｶｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ 大阪府

10時間33分31秒30 松尾　直子691 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 兵庫県

10時間34分26秒31 中村　多賀子670 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ 兵庫県

10時間34分48秒32 中村　洋美616 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 滋賀県

10時間36分29秒33 原谷　京子617 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ 兵庫県

10時間39分34秒34 齋木　博美663 ｻｲｷ ﾋﾛﾐ 大阪府

10時間40分02秒35 馬詰　京子666 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷｮｳｺ 大阪府

10時間40分18秒36 池田　亜樹667 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 神奈川県

10時間40分42秒37 長澤　典子607 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾘｺ 兵庫県

10時間42分43秒38 横山　絵美665 ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ 愛知県

10時間43分22秒39 多々納　和代636 ﾀﾀﾉ ｶｽﾞﾖ 島根県

10時間46分54秒40 大山　富士子712 ｵｵﾔﾏ ﾌｼﾞｺ 岐阜県

10時間51分14秒41 森本　とも子672 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓｺ 大阪府

10時間56分48秒42 杉山　真理子700 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ 愛知県

10時間58分27秒43 田中　和子645 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｺ 兵庫県

10時間58分27秒44 桜井　由美子717 ｻｸﾗｲ ﾕﾐｺ 兵庫県

10時間58分27秒45 松下　克子715 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂｺ 兵庫県

11時間03分31秒46 長田　多美646 ｵｻﾀﾞ ﾀﾐ 大阪府

11時間03分48秒47 松田　小夜子736 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾖｺ 福井県

11時間07分10秒48 喜多　弘美611 ｷﾀ ﾋﾛﾐ 兵庫県

11時間07分14秒49 中村　素子662 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｺ 愛知県

11時間07分37秒50 松永　順子731 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 京都府
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11時間08分17秒51 高木　由香里620 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 大阪府

11時間08分28秒52 武内　智枝子634 ﾀｹｳﾁ ﾁｴｺ 京都府

11時間13分54秒53 井口　優子654 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ 香川県

11時間14分21秒54 金子　裕子659 ｶﾈｺ ﾕｳｺ 東京都

11時間14分36秒55 田中　由紀香644 ﾀﾅｶ ﾕｷｶ 福井県

11時間15分21秒56 宮内　妙子664 ﾐﾔｳﾁ ﾀｴｺ 大阪府

11時間15分45秒57 吉村　彰子642 ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 京都府

11時間16分05秒58 蔭山　真由美703 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾕﾐ 神奈川県

11時間17分24秒59 若木　くるみ605 ﾜｶｷ ｸﾙﾐ 京都府

11時間17分24秒60 武内　明子610 ﾀｹｳﾁ ｱｷｺ 東京都

11時間17分34秒61 中村　民子706 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 大阪府

11時間18分07秒62 岩瀬　サツキ685 ｲﾜｾ ｻﾂｷ 福井県

11時間21分45秒63 井上　友美621 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 京都府

11時間24分17秒64 石村　由美695 ｲｼﾑﾗ ﾕﾐ 山口県

11時間25分34秒65 平田　礼子635 ﾋﾗﾀ ｱﾔｺ 兵庫県

11時間28分18秒66 川崎　詩乃668 ｶﾜｻｷ ｼﾉ 京都府

11時間30分54秒67 笠井　裕代723 ｶｻｲ ﾋﾛﾖ 京都府

11時間33分28秒68 溝口　嘉津子679 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 兵庫県

11時間37分17秒69 木田　博子628 ｷﾀﾞ ﾋﾛｺ 三重県

11時間37分44秒70 田邉　久美孑716 ﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 滋賀県

11時間38分46秒71 松尾　京子729 ﾏﾂｵ ｷｮｳｺ 東京都

11時間39分06秒72 佐藤　千夏630 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 愛知県

11時間40分01秒73 鶴田　智子718 ﾂﾙﾀ ﾄﾓｺ 京都府

11時間40分58秒74 森下　千恵子720 ﾓﾘｼﾀ ﾁｴｺ 福井県

11時間41分45秒75 岩田　郁子678 ｲﾜﾀ ｲｸｺ 大阪府

11時間42分59秒76 橋本　華名615 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 京都府

11時間43分24秒77 バシナ　エレナ641 ﾊﾞｼﾅ ｴﾚﾅ 京都府

11時間44分25秒78 丸山　めぐみ612 ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

11時間44分56秒79 佐久間　潤子653 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 滋賀県

11時間45分20秒80 中原　綾子608 ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｺ 愛知県

11時間45分44秒81 池原　満732 ｲｹﾊﾗ ﾐﾂﾙ 福井県

11時間46分30秒82 奥岡　直子699 ｵｸｵｶ ﾅｵｺ 奈良県

11時間47分02秒83 神山　典子626 ｶﾐﾔﾏ ﾉﾘｺ 千葉県

11時間47分03秒84 町田　奈美647 ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾐ 大阪府

11時間47分10秒85 松本　晶子652 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

11時間47分19秒86 今井　由佳602 ｲﾏｲ ﾕｶ 京都府

11時間47分20秒87 小島　幸子618 ｺｼﾞﾏ ｻﾁｺ 京都府

11時間52分01秒88 石川　牧子633 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府

11時間52分15秒89 山原　和美674 ﾔﾏﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 滋賀県

11時間53分07秒90 岡田　逸子737 ｵｶﾀﾞ ｲﾂｺ 大阪府

11時間54分11秒91 吉永　弥生690 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔﾖｲ 滋賀県

11時間55分04秒92 中村　惠子725 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 大阪府

11時間56分10秒93 芝本　鈴代733 ｼﾊﾞﾓﾄ ｽｽﾞﾖ 大阪府

11時間58分59秒94 中島陽子640 ﾅｶｼﾏﾖｳｺ 兵庫県

11時間59分35秒95 大道　薫里705 ｵｵﾐﾁ ｶｵﾘ 兵庫県

12時間02分36秒96 徳永　寿子734 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｻｺ 京都府
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