
- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

6時間38分11秒1 吉田　隆太59 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡山県

6時間53分33秒2 桂　聡史22 ｶﾂﾗ ｻﾄｼ 京都府

7時間01分22秒3 越路　和朗307 ｺｼｼﾞ ｶｽﾞｵ 兵庫県

7時間03分16秒4 小田　泰伸79 ｵﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 京都府

7時間06分44秒5 京野　能明106 ｷｮｳﾉ ﾖｼｱｷ 大阪府

7時間09分14秒6 保木口　雅也184 ﾎｷｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 福井県

7時間12分21秒7 近藤　剛118 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 京都府

7時間14分02秒8 三原　大輔173 ﾐﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県

7時間15分34秒9 中川　栄誉161 ﾅｶｶﾞﾜ ﾎﾏﾚ 大阪府

7時間27分50秒10 小林　玲子657 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ 兵庫県

7時間29分44秒11 田中　誠227 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 京都府

7時間35分02秒12 寺本　樹与一103 ﾃﾗﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ 兵庫県

7時間39分24秒13 中辻　悠貴16 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳｷ 福井県

7時間41分14秒14 堀口　真也74 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 奈良県

7時間46分06秒15 井村　毅420 ｲﾑﾗ ﾀｹｼ 京都府

7時間47分49秒16 片岡　昭子649 ｶﾀｵｶ ｱｷｺ 兵庫県

7時間49分07秒17 竹之内　正臣46 ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｻｵﾐ 滋賀県

7時間52分12秒18 江口　航平38 ｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 京都府

7時間54分09秒19 村松　義剛109 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾀｹ 愛知県

8時間06分21秒20 池田　耕一郎107 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大阪府

8時間11分14秒21 宮崎　裕史27 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 福井県

8時間12分44秒22 岡見　光23 ｵｶﾐ ｺｳ 京都府

8時間14分05秒23 志水　るみ650 ｼﾐｽﾞ ﾙﾐ 兵庫県

8時間17分58秒24 枡谷　優華606 ﾏｽﾀﾆ ﾕｳｶ 京都府

8時間18分22秒25 池内　雅裕2 ｲｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 東京都

8時間19分16秒26 後川　恵太郎157 ｱﾄｶﾜ ｹｲﾀﾛｳ 京都府

8時間19分34秒27 栗林　貴也153 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 兵庫県

8時間23分21秒28 大角　一生165 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ 福井県

8時間24分02秒29 平山信幸283 ﾋﾗﾔﾏﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府

8時間24分07秒30 井村　知世686 ｲﾑﾗ ﾄﾓﾖ 京都府

8時間24分14秒31 米村　拓哉71 ﾖﾈﾑﾗ ﾀｸﾔ 京都府

8時間24分14秒32 橋本　貴全326 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県

8時間27分57秒33 今田　麻紀子604 ｲﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 大阪府

8時間28分08秒34 伊藤　浩一340 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県

8時間28分50秒35 内田　彩子637 ｳﾁﾀﾞ ｻｲｺ 京都府

8時間29分34秒36 上原　将男182 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｵ 兵庫県

8時間36分31秒37 上田　貴文44 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 兵庫県

8時間37分12秒38 樫木　章人194 ｶｼｷ ｱｷﾋﾄ 京都府

8時間37分50秒39 鈴木　洋平37 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 滋賀県

8時間40分32秒40 樋口　和則408 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県

8時間40分51秒41 樋掛　靖佳78 ﾋｶｹ ﾔｽﾖｼ 兵庫県

8時間42分53秒42 山田　雄策47 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｻｸ 滋賀県

8時間43分07秒43 大木　信二301 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ 愛知県

8時間43分31秒44 楢崎　晃67 ﾅﾗｻｷ ｱｷﾗ 大阪府

8時間44分18秒45 西埜　丈一245 ﾆｼﾉ ｼﾞｮｳｲﾁ 愛知県

8時間45分56秒46 森　邦彦223 ﾓﾘ ｸﾆﾋｺ 兵庫県

8時間46分21秒47 原　倫一166 ﾊﾗ ﾄﾓｲﾁ 大阪府

8時間46分52秒48 多田　幸史267 ﾀﾀﾞ ﾕｷﾌﾐ 兵庫県

8時間47分07秒49 菅原　太郎158 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀﾛｳ 兵庫県

8時間48分26秒50 入江　正彦193 ｲﾘｴ ﾏｻﾋｺ 兵庫県

Athlete-Tag by CHOPPER 京滋



- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

8時間48分46秒51 福本　孝史164 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ 滋賀県

8時間48分59秒52 中村　陽介314 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 大阪府

8時間49分08秒53 丹羽　智行275 ﾆﾜ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県

8時間49分24秒54 奈佐　祥正225 ﾅｻ ﾖｼﾏｻ 京都府

8時間50分11秒55 金井　祐介63 ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 石川県

8時間53分21秒56 榎本　将之62 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大阪府

8時間54分39秒57 内藤　孝平192 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 大阪府

8時間55分50秒58 田中　晶346 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 大阪府

8時間58分54秒59 中辻　康路33 ﾅｶﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ 福井県

8時間59分00秒60 小寺　正洋29 ｺﾃﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府

8時間59分21秒61 山田　孝江696 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｴ 奈良県

8時間59分27秒62 鹿野　清310 ｶﾉ ｷﾖｼ 大阪府

9時間00分12秒63 岡野　公明432 ｵｶﾉ ｷﾐｱｷ 京都府

9時間00分34秒64 塩生　憲秀99 ｼｵﾆｭｳ ｹﾝｼｭｳ 愛媛県

9時間01分10秒65 坂倉　守175 ｻｶｸﾗ ﾏﾓﾙ 神奈川県

9時間03分17秒66 竹内　健一6 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ 京都府

9時間03分49秒67 木村　佳伸273 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 奈良県

9時間03分59秒68 菊地　博志339 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 広島県

9時間06分30秒69 内田　隆三465 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 京都府

9時間06分42秒70 西川　剛126 ﾆｼｶﾜ ﾂﾖｼ 京都府

9時間06分47秒71 柳瀬　剛272 ﾔﾅｾ ﾂﾖｼ 滋賀県

9時間07分35秒72 黄前　岩生401 ｵｳﾏｴ ｲﾜｵ 兵庫県

9時間09分54秒73 鍵谷　昌之473 ｶｷﾞﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

9時間10分32秒74 小野　朋二郎97 ｵﾉ ﾄﾓｼﾞｵﾛｳ 兵庫県

9時間11分06秒75 大内　健349 ｵｵｳﾁ ｹﾝ 東京都

9時間14分05秒76 藤本　泰生128 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｵ 京都府

9時間15分00秒77 徳田　浩久396 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 京都府

9時間17分11秒78 松本　貴宏181 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県

9時間18分52秒79 橋本　晶世683 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾖ 兵庫県

9時間19分16秒80 矢部　功176 ﾔﾍﾞ ｲｻｵ 奈良県

9時間19分23秒81 玉村　恒夫424 ﾀﾏﾑﾗ ﾂﾈｵ 大阪府

9時間22分51秒82 石川　良85 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 京都府

9時間23分23秒83 時本　ジョニー正浩276 ﾄｷﾓﾄ ｼﾞｮﾆｰﾏｻﾋﾛ 兵庫県

9時間23分44秒84 奥村　拓次郎138 ｵｸﾑﾗ ﾀｸｼﾞﾛｳ 滋賀県

9時間23分52秒85 齊藤　尊久69 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ 京都府

9時間23分58秒86 吉田　直哉87 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 奈良県

9時間24分28秒87 平山　真澄82 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ 大阪府

9時間25分51秒88 吉田　里紗609 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 京都府

9時間26分30秒89 奥薗　由紀子709 ｵｸｿﾞﾉ ﾕｷｺ 東京都

9時間27分46秒90 新美　直樹388 ﾆｲﾐ ﾅｵｷ 愛知県

9時間28分27秒91 仙石　十三子707 ｾﾝｺﾞｸ ﾄﾐｺ 岐阜県

9時間28分33秒92 後　和人137 ｳｼﾛ ｶｽﾞﾋﾄ 大阪府

9時間29分36秒93 橋本　憲司238 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府

9時間31分09秒94 中川　達司49 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 三重県

9時間31分14秒95 藤田　要61 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅﾒ 京都府

9時間32分11秒96 小川　恒436 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 大阪府

9時間32分43秒97 橋爪　崇48 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 大阪府

9時間34分15秒98 江口　友恵613 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｴ 京都府

9時間34分37秒99 前田　美咲子702 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 兵庫県

9時間36分59秒100 井上　敏博290 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ 大阪府
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

9時間37分32秒101 弓場　章文197 ﾕﾐﾊﾞ ｱｷﾌﾐ 奈良県

9時間40分16秒102 三浦　庸平30 ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ 兵庫県

9時間41分36秒103 岩佐　伸彦207 ｲﾜｻ ﾉﾌﾞﾋｺ 大阪府

9時間42分07秒104 岡村　ひろ子711 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 京都府

9時間42分17秒105 上野　雄一郎150 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 京都府

9時間43分32秒106 門川　裕子684 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｺ 大阪府

9時間43分34秒107 谷村　智昭386 ﾀﾆﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 岐阜県

9時間43分40秒108 田処　壱久526 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾓﾄﾋｻ 兵庫県

9時間43分45秒109 永森　光康178 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾐﾂﾔｽ 京都府

9時間44分16秒110 久野　裕史327 ｸﾉ ﾋﾛｼ 大阪府

9時間44分36秒111 村上　貴大10 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県

9時間44分48秒112 南　宏尚425 ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 大阪府

9時間45分07秒113 小巻　歩98 ｺﾏｷ ｱﾕﾑ 大阪府

9時間45分52秒114 上家　清代美728 ｱｹﾞﾔ ｷﾖﾐ 大阪府

9時間46分07秒115 山村　謙周34 ﾔﾏﾑﾗ ｶﾈﾁｶ 兵庫県

9時間46分52秒116 羽出山　仁189 ﾊﾃﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ 京都府

9時間48分33秒117 長谷川　茂187 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 岐阜県

9時間48分37秒118 高張　弘司121 ﾀｶﾊﾘ ﾋﾛｼ 北海道

9時間49分30秒119 清水　康澄308 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｽﾞﾐ 兵庫県

9時間49分30秒120 蔵重　知子622 ｸﾗｼｹﾞ ﾄﾓｺ 兵庫県

9時間49分38秒121 木村　真一291 ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 大阪府

9時間50分13秒122 西川　隆寛144 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 京都府

9時間52分15秒123 須知　淳233 ｽﾁ ｱﾂｼ 奈良県

9時間52分45秒124 藤田　佳伸154 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 奈良県

9時間52分52秒125 小田　俊二362 ｵﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 大阪府

9時間52分56秒126 後藤　文彦199 ｺﾞﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 東京都

9時間53分41秒127 松本　典朗243 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 大阪府

9時間54分31秒128 鳥越　壮36 ﾄﾘｺﾞｴ ｿｳ 福井県

9時間56分08秒129 川野　浩之358 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

9時間56分10秒130 濱川　芳和335 ﾊﾏｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 京都府

9時間56分56秒131 向井　幸司373 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ 大阪府

9時間57分01秒132 三木　早苗680 ﾐｷ ｻﾅｴ 兵庫県

9時間57分55秒133 東　博子671 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｺ 京都府

9時間58分10秒134 森河原　章太5 ﾓﾘｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ 京都府

9時間58分24秒135 川内　晃司470 ｶﾜｳﾁ ｺｳｼﾞ 兵庫県

9時間58分28秒136 山本　雅二297 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼﾞ 京都府

9時間58分33秒137 岩崎　隆久422 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋｻ 兵庫県

10時間00分59秒138 藤井　義博337 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 大阪府

10時間01分22秒139 梶田　輝彦92 ｶｼﾞﾀ ﾃﾙﾋｺ 大阪府

10時間01分25秒140 木村　泰子669 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 東京都

10時間03分11秒141 平川　暁朗84 ﾋﾗｶﾜ ｱｷｵ 京都府

10時間04分00秒142 国谷　新148 ｸﾆﾀﾆ ｼﾝ 京都府

10時間04分04秒143 佐藤　昌史350 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 滋賀県

10時間04分15秒144 脇坂　匠315 ﾜｷｻｶ ﾀｸﾐ 奈良県

10時間04分15秒145 宮園　香樹226 ﾐﾔｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ 福岡県

10時間05分59秒146 坂脇　直人43 ｻｶﾜｷ ﾅｵﾄ 大阪府

10時間06分09秒147 小林　鉄也39 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 福井県

10時間06分46秒148 品川　雄功406 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳｺｳ 京都府

10時間07分37秒149 京山　重幸461 ｷｮｳﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ 大阪府

10時間07分55秒150 小原　康之416 ｵﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 大阪府
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

10時間08分42秒151 石井　正之343 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

10時間08分49秒152 伊藤　泰司345 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 埼玉県

10時間09分14秒153 原田　貴司124 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 京都府

10時間09分35秒154 六車　直美692 ﾛｸｼｬ ﾅｵﾐ 大阪府

10時間10分11秒155 池成　治476 ｲｹﾅﾘ ｵｻﾑ 京都府

10時間12分34秒156 薄井　政徳31 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県

10時間12分52秒157 新間　健156 ｼﾝﾏ ﾀｹｼ 大阪府

10時間12分56秒158 白倉　嵩大9 ｼﾗｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

10時間13分18秒159 田上　賢志361 ﾀｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 大阪府

10時間13分50秒160 藤田　東洋男295 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖｵ 大阪府

10時間15分09秒161 益川　恒平80 ﾏｽｶﾜ ｺｳﾍｲ 京都府

10時間15分17秒162 岸上　俊夫506 ｷｼｶﾞﾐ ﾄｼｵ 大阪府

10時間16分22秒163 山中　俊郎177 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾛｳ 兵庫県

10時間16分55秒164 福本　満弘419 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 兵庫県

10時間17分14秒165 小野　紗恵子619 ｵﾉ ｻｴｺ 京都府

10時間17分28秒166 大江　秀和160 ｵｵｴ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福井県

10時間17分34秒167 川部　伸一郎236 ｶﾜﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

10時間18分46秒168 小田　厚志463 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 兵庫県

10時間19分40秒169 平川　仁117 ﾋﾗｶﾜ ﾋﾄｼ 大阪府

10時間19分52秒170 山本　都志江676 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｴ 福井県

10時間19分55秒171 山岡　郁雄458 ﾔﾏｵｶ ｲｸｵ 愛知県

10時間20分01秒172 野田　郁代697 ﾉﾀﾞ ｲｸﾖ 福井県

10時間20分29秒173 西田　秀一174 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 兵庫県

10時間20分41秒174 松村　雅浩411 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 福井県

10時間20分52秒175 竹内　眞弓688 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ 奈良県

10時間21分26秒176 野村　法史332 ﾉﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 京都府

10時間21分37秒177 杉橋　享122 ｽｷﾞﾊｼ ｱｷﾗ 大阪府

10時間22分43秒178 森田　晃弘213 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ 京都府

10時間22分46秒179 森本　幸治257 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都

10時間22分48秒180 建石　雅史298 ﾀﾃｲｼ ﾏｻｼ 京都府

10時間23分07秒181 杉山　由紀子682 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 神奈川県

10時間23分43秒182 井上　仁司246 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府

10時間24分32秒183 石本　彰子713 ｲｼﾓﾄ ｼｮｳｺ 兵庫県

10時間24分46秒184 酒井　健嗣20 ｻｶｲ ｹﾝｼ 千葉県

10時間25分26秒185 梶原　智美675 ｶｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾐ 大阪府

10時間25分35秒186 樋口　聡255 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 京都府

10時間26分25秒187 本田　裕491 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府

10時間26分57秒188 金沢　守366 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 山口県

10時間27分10秒189 浅井　伸司354 ｱｻｲ ｼﾝｼﾞ 京都府

10時間27分16秒190 渡邉　孝司196 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 京都府

10時間28分39秒191 石橋　幹央232 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｷｵ 大阪府

10時間28分45秒192 海野　周作159 ｶｲﾉ ｼｭｳｻｸ 奈良県

10時間28分51秒193 瀧下　進一186 ﾀｷｼﾀ ｼﾝｲﾁ 滋賀県

10時間29分24秒194 家村　俊一365 ｲｴﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 大阪府

10時間29分40秒195 田中　宏幸459 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

10時間29分57秒196 前中　良夫431 ﾏｴﾅｶ ﾖｼｵ 滋賀県

10時間30分39秒197 万所　幸喜211 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ 京都府

10時間33分04秒198 内海　敏夫242 ｳﾂﾐ ﾄｼｵ 京都府

10時間33分25秒199 飯田　雅浩427 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県

10時間33分31秒200 松尾　直子691 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 兵庫県
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

10時間33分58秒201 石丸　泰弘434 ｲｼﾏﾙ ﾔｽﾋﾛ 三重県

10時間34分26秒202 中村　多賀子670 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ 兵庫県

10時間34分29秒203 岩佐　浩二133 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 大阪府

10時間34分48秒204 中村　洋美616 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 滋賀県

10時間36分04秒205 是松　秀昭280 ｺﾚﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 奈良県

10時間36分17秒206 来田　雅行440 ｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

10時間36分29秒207 原谷　京子617 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ 兵庫県

10時間36分29秒208 水田　康秀28 ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 大阪府

10時間36分35秒209 森口　忠331 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 京都府

10時間38分14秒210 石川　篤35 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 兵庫県

10時間38分28秒211 平井　稔浩224 ﾋﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

10時間38分47秒212 柴田　幹太75 ｼﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ 京都府

10時間39分11秒213 福原　崇介57 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶｽｹ 大阪府

10時間39分17秒214 福山　太郎202 ﾌｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 東京都

10時間39分34秒215 齋木　博美663 ｻｲｷ ﾋﾛﾐ 大阪府

10時間39分43秒216 奥田　利富美91 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 兵庫県

10時間39分59秒217 物部　直樹151 ﾓﾉﾍﾞ ﾅｵｷ 京都府

10時間40分02秒218 馬詰　京子666 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷｮｳｺ 大阪府

10時間40分17秒219 西田　雅彦282 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大阪府

10時間40分18秒220 玉田　明英328 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 大阪府

10時間40分18秒221 池田　亜樹667 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 神奈川県

10時間40分42秒222 長澤　典子607 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾘｺ 兵庫県

10時間42分07秒223 下岡　豊享203 ｼﾓｵｶ ﾄﾖﾀｶ 大阪府

10時間42分14秒224 三田村　直人42 ﾐﾀﾑﾗ ﾅｵﾄ 福井県

10時間42分22秒225 塩見　享弘77 ｼｵﾐ ﾕｷﾋﾛ 京都府

10時間42分43秒226 横山　絵美665 ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ 愛知県

10時間43分22秒227 多々納　和代636 ﾀﾀﾉ ｶｽﾞﾖ 島根県

10時間43分33秒228 加藤　佳一384 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 愛知県

10時間44分08秒229 久保　広338 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 大阪府

10時間44分34秒230 嶋田　敦279 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 滋賀県

10時間45分16秒231 中川　照章324 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ 大阪府

10時間45分17秒232 平見　実54 ﾋﾗﾐ ﾐﾉﾙ 石川県

10時間46分46秒233 大澤　恒306 ｵｵｻﾜ ﾋｻｼ 神奈川県

10時間46分54秒234 大山　富士子712 ｵｵﾔﾏ ﾌｼﾞｺ 岐阜県

10時間47分42秒235 安部　光弘387 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 兵庫県

10時間48分32秒236 星野　剛325 ﾎｼﾉ ﾂﾖｼ 東京都

10時間49分21秒237 橋本　和典370 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府

10時間49分37秒238 酒井　慎司180 ｻｶｲ ｼﾝｼﾞ 大阪府

10時間49分49秒239 矢追　徹435 ﾔｵｲ ﾄｵﾙ 兵庫県

10時間49分55秒240 前田　秀明313 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県

10時間49分59秒241 野口　幸一83 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 和歌山県

10時間50分11秒242 岡田　功376 ｵｶﾀﾞ ｺｳ 大阪府

10時間50分32秒243 吉村　成司172 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 京都府

10時間50分53秒244 岸本　隆幸355 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 京都府

10時間51分14秒245 森本　とも子672 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓｺ 大阪府

10時間51分31秒246 三尾　周平14 ﾐｵ ｼｭｳﾍｲ 京都府

10時間52分33秒247 山本　卓男302 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｵ 岐阜県

10時間53分08秒248 小松　岳史64 ｺﾏﾂ ﾀｹﾌﾐ 京都府

10時間55分16秒249 肥後　忠靖201 ﾋｺﾞ ﾀﾀﾞﾔｽ 大阪府

10時間56分22秒250 熊本　秀正330 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 大阪府
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

10時間56分48秒251 杉山　真理子700 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ 愛知県

10時間57分10秒252 田中　博也145 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔ 福井県

10時間57分16秒253 高山　祥平81 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 京都府

10時間57分27秒254 大島谷　章206 ｵｵｼﾏﾀﾆ ｱｷﾗ 奈良県

10時間57分32秒255 長井　政則453 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県

10時間57分36秒256 新宅　有太51 ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾀ 滋賀県

10時間57分54秒257 成田　勇329 ﾅﾘﾀ ｲｻﾑ 大阪府

10時間57分56秒258 松浦　琢磨292 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 大阪府

10時間57分56秒259 長屋　議章318 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾘ 岐阜県

10時間58分16秒260 浜田　真二73 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 京都府

10時間58分27秒261 田中　和子645 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｺ 兵庫県

10時間58分27秒262 桜井　由美子717 ｻｸﾗｲ ﾕﾐｺ 兵庫県

10時間58分27秒263 松下　克子715 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂｺ 兵庫県

10時間58分27秒264 桜井　洋一344 ｻｸﾗｲ ﾖｳｲﾁ 兵庫県

10時間58分45秒265 藤田　敦497 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 大阪府

10時間58分51秒266 明比　輝一421 ｱｹﾋ ﾃﾙｶｽﾞ 兵庫県

10時間59分14秒267 大竹口　信之205 ｵｵﾀｹｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 福井県

10時間59分17秒268 馬籠　道也270 ﾏｺﾞﾒ ﾐﾁﾔ 京都府

10時間59分21秒269 中西　克之215 ﾅｶﾆｼ ｶﾂﾕｷ 京都府

11時間02分02秒270 岡崎　淨次86 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 三重県

11時間02分27秒271 山門　徹188 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾄｵﾙ 兵庫県

11時間02分37秒272 狹間　敏徳216 ﾊｻﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 大阪府

11時間02分56秒273 津田　敬久323 ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 大阪府

11時間03分12秒274 栗栖　栄治248 ｸﾘｽ ｴｲｼﾞ 滋賀県

11時間03分31秒275 長田　雅宏237 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

11時間03分31秒276 長田　多美646 ｵｻﾀﾞ ﾀﾐ 大阪府

11時間03分47秒277 真鍋　浩章393 ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 徳島県

11時間03分48秒278 松田　小夜子736 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾖｺ 福井県

11時間04分11秒279 山下　悟478 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 滋賀県

11時間04分14秒280 奥村　和孝449 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 京都府

11時間04分16秒281 濱田　和也55 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

11時間04分17秒282 濱田　博実520 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 兵庫県

11時間04分33秒283 大久保　裕康218 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾔｽ 奈良県

11時間04分39秒284 上村　正憲287 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県

11時間05分30秒285 八木　達410 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ 京都府

11時間06分00秒286 亀田　毅378 ｶﾒﾀﾞ ﾂﾖｼ 大阪府

11時間07分10秒287 喜多　弘美611 ｷﾀ ﾋﾛﾐ 兵庫県

11時間07分14秒288 中村　素子662 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｺ 愛知県

11時間07分18秒289 上野　宏樹94 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 大阪府

11時間07分18秒290 中尾　隆文264 ﾅｶｵ ﾀｶﾌﾐ 大阪府

11時間07分37秒291 松永　順子731 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 京都府

11時間07分44秒292 井谷　和生113 ｲﾀﾆ ｶｽﾞｵ 京都府

11時間08分11秒293 安友　孝治214 ﾔｽﾄﾓ ｺｳｼﾞ 大阪府

11時間08分17秒294 高木　由香里620 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 大阪府

11時間08分28秒295 武内　智枝子634 ﾀｹｳﾁ ﾁｴｺ 京都府

11時間08分50秒296 佐野　秀典15 ｻﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡県

11時間09分09秒297 鈴木　英生105 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 兵庫県

11時間09分50秒298 黒田　英喜104 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府

11時間10分04秒299 上岡　功266 ｶﾐｵｶ ｲｻｵ 大阪府

11時間10分20秒300 倉知　徹446 ｸﾗﾁ ﾄｵﾙ 愛知県
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Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

11時間10分31秒301 守安　正克475 ﾓﾘﾔｽ ﾏｻｶﾂ 大阪府

11時間11分28秒302 中村　智成198 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 兵庫県

11時間12分03秒303 松嶋　康介407 ﾏﾂｼﾏ ｺｳｽｹ 兵庫県

11時間12分14秒304 八木　昭好438 ﾔｷﾞ ｱｷﾖｼ 愛知県

11時間13分51秒305 川勝　英樹262 ｶﾜｶﾂ ﾋﾃﾞｷ 京都府

11時間13分54秒306 井口　優子654 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ 香川県

11時間13分56秒307 原田　泰志359 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｼ 愛知県

11時間14分02秒308 宮川　明久247 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ 兵庫県

11時間14分04秒309 山本　寿郎430 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ 大阪府

11時間14分21秒310 金子　裕子659 ｶﾈｺ ﾕｳｺ 東京都

11時間14分23秒311 山名　智公230 ﾔﾏﾅ ﾁｻﾄ 京都府

11時間14分23秒312 ピジャー　ベルトラン101 ﾋﾟｼﾞｬｰ ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ 京都府

11時間14分36秒313 田中　由紀香644 ﾀﾅｶ ﾕｷｶ 福井県

11時間14分37秒314 嵐　政義134 ｱﾗｼ ﾏｻﾖｼ 石川県

11時間14分56秒315 岡崎　泉509 ｵｶｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 大阪府

11時間15分21秒316 宮内　妙子664 ﾐﾔｳﾁ ﾀｴｺ 大阪府

11時間15分26秒317 藤懸　快至489 ﾌｼﾞｶｹ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県

11時間15分45秒318 吉村　彰子642 ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 京都府

11時間16分05秒319 蔭山　真由美703 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾕﾐ 神奈川県

11時間16分27秒320 仲野　豊155 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ 福井県

11時間17分24秒321 若木　くるみ605 ﾜｶｷ ｸﾙﾐ 京都府

11時間17分24秒322 武内　明子610 ﾀｹｳﾁ ｱｷｺ 東京都

11時間17分34秒323 中村　民子706 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 大阪府

11時間18分00秒324 森　成志204 ﾓﾘ ｼｹﾞｼ 大阪府

11時間18分07秒325 岩瀬　サツキ685 ｲﾜｾ ｻﾂｷ 福井県

11時間18分43秒326 森本　光昭251 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｱｷ 福井県

11時間18分55秒327 引間　寿夫379 ﾋｷﾏ ﾄｼｵ 千葉県

11時間19分14秒328 蓬野　慎一256 ﾌﾂﾉ ｼﾝｲﾁ 京都府

11時間19分36秒329 北村　勇次501 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 福井県

11時間20分16秒330 谷崎　泰平493 ﾀﾆｻﾞｷ ﾔｽﾋﾗ 大阪府

11時間20分32秒331 龍崎　能之300 ﾀﾂｻﾞｷﾖｼﾕｷ 兵庫県

11時間20分33秒332 田中　朋之110 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 京都府

11時間20分55秒333 松山　治456 ﾏﾂﾔﾏ ｵｻﾑ 京都府

11時間20分58秒334 宮井　泉469 ﾐﾔｲ ｲｽﾞﾐ 兵庫県

11時間21分20秒335 畑　雅佳240 ﾊﾀ ﾏｻﾖｼ 大阪府

11時間21分38秒336 武田　雅己68 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 福井県

11時間21分40秒337 川島　秀成119 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 福井県

11時間21分45秒338 井上　友美621 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 京都府

11時間22分48秒339 石井　貴幸377 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 大阪府

11時間23分10秒340 田宮　雄介395 ﾀﾐﾔ ﾕｳｽｹ 京都府

11時間23分12秒341 松本　繁巳369 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾐ 京都府

11時間23分17秒342 小林　正史142 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ 滋賀県

11時間23分17秒343 長峰　淳485 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 大阪府

11時間24分17秒344 石村　由美695 ｲｼﾑﾗ ﾕﾐ 山口県

11時間25分12秒345 勝井　拓也3 ｶﾂｲ ﾀｸﾔ 京都府

11時間25分26秒346 守岡　正幸167 ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾕｷ 大阪府

11時間25分34秒347 平田　礼子635 ﾋﾗﾀ ｱﾔｺ 兵庫県

11時間26分30秒348 上村　太郎304 ｳｴﾑﾗ ﾀﾛｳ 大阪府

11時間26分43秒349 佐々木　基成472 ｻｻｷ ﾓﾄﾅﾘ 大阪府

11時間26分48秒350 森川　光明499 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾂｱｷ 奈良県

Athlete-Tag by CHOPPER 京滋



- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

11時間26分51秒351 布川　雅朗477 ﾌｶﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県

11時間27分03秒352 沖本　章120 ｵｷﾓﾄ ｱｷﾗ 大阪府

11時間27分31秒353 安井　光也309 ﾔｽｲ ﾐﾂﾔ 島根県

11時間27分40秒354 東角　敦雄447 ﾄｳｶｸ ｱﾂｵ 千葉県

11時間27分50秒355 石川　泰468 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 兵庫県

11時間27分56秒356 渡辺　悟437 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 東京都

11時間27分56秒357 平野　忠雄532 ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞｵ 大阪府

11時間27分58秒358 佐藤元和351 ｻﾄｳﾓﾄｶｽﾞ 大阪府

11時間28分18秒359 川崎　詩乃668 ｶﾜｻｷ ｼﾉ 京都府

11時間29分56秒360 佐藤　祐輔13 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 福井県

11時間30分01秒361 祷　史明322 ｲﾉﾘ ﾌﾐｱｷ 兵庫県

11時間30分09秒362 荻野　寿博241 ｵｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 滋賀県

11時間30分11秒363 青木　宏行382 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

11時間30分31秒364 濱口　優作114 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 大阪府

11時間30分36秒365 芝　和繁221 ｼﾊﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 福井県

11時間30分54秒366 笠井　裕代723 ｶｻｲ ﾋﾛﾖ 京都府

11時間31分31秒367 人見　秀敏383 ﾋﾄﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 京都府

11時間31分57秒368 鄭　強244 ﾃｲ ｷｮｳ 兵庫県

11時間32分30秒369 升岡　隆488 ﾏｽｵｶ ﾀｶｼ 大阪府

11時間32分35秒370 中瀬　晶久254 ﾅｶｾ ﾃﾙﾋｻ 京都府

11時間32分37秒371 加藤　彰良316 ｶﾄｳ ｱｷﾖｼ 大阪府

11時間32分38秒372 杉本　和範65 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 福井県

11時間33分17秒373 伊藤　晴人423 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 東京都

11時間33分28秒374 溝口　嘉津子679 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 兵庫県

11時間33分31秒375 栗原　保幸513 ｸﾘﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 群馬県

11時間33分50秒376 関本　圭介249 ｾｷﾓﾄ ｹｲｽｹ 大阪府

11時間34分17秒377 藤原　大意18 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾑﾈ 京都府

11時間34分17秒378 辰巳　順一284 ﾀﾂﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県

11時間34分17秒379 越田　信515 ｺｼﾀ ﾏｺﾄ 愛知県

11時間34分32秒380 狹間　崇252 ﾊｻﾏ ﾀｶｼ 京都府

11時間34分42秒381 奥山　茂502 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 大阪府

11時間34分48秒382 林　静雄479 ﾊﾔｼ ｼｽﾞｵ 大阪府

11時間34分58秒383 矢田　基484 ﾔﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 京都府

11時間35分27秒384 惣坊　賢治400 ｿｳﾎﾞｳ ｹﾝｼﾞ 大阪府

11時間35分45秒385 飯島　雅美168 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 千葉県

11時間36分00秒386 奥薗　雅史389 ｵｸｿﾞﾉ ﾏｻｼ 東京都

11時間36分22秒387 田　雄暢116 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾁｮｳ 京都府

11時間36分43秒388 加納　隆明50 ｶﾉｳ ﾀｶｱｷ 東京都

11時間36分48秒389 馬場　春男293 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾊﾙｵ 滋賀県

11時間37分17秒390 木田　博子628 ｷﾀﾞ ﾋﾛｺ 三重県

11時間37分23秒391 和田　康伸100 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 大阪府

11時間37分25秒392 村井　隆127 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ 大阪府

11時間37分38秒393 山口　泰寛200 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県

11時間37分40秒394 曽和　良広341 ｿﾜ ﾖｼﾋﾛ 京都府

11時間37分44秒395 田邉　久美孑716 ﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 滋賀県

11時間38分27秒396 植村　昭男441 ｳｴﾑﾗ ｱｷｵ 福岡県

11時間38分46秒397 松尾　京子729 ﾏﾂｵ ｷｮｳｺ 東京都

11時間39分00秒398 若林　輝彦135 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾋｺ 大阪府

11時間39分06秒399 佐藤　千夏630 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 愛知県

11時間39分06秒400 山村　宗幸352 ﾔﾏﾑﾗ ﾑﾈﾕｷ 愛知県
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

11時間39分56秒401 山科　聡367 ﾔﾏｼﾅ ｻﾄｼ 大阪府

11時間39分57秒402 臼井　勝利190 ｳｽｲ ｶﾂﾄｼ 大阪府

11時間39分57秒403 寺田　耕一郎305 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 京都府

11時間40分01秒404 鶴田　智子718 ﾂﾙﾀ ﾄﾓｺ 京都府

11時間40分15秒405 谷繁　智彦125 ﾀﾆｼｹﾞ ﾄﾓﾋｺ 岐阜県

11時間40分28秒406 上田　浩之285 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

11時間40分31秒407 岡本　精介385 ｵｶﾓﾄ ｾｲｽｹ 滋賀県

11時間40分55秒408 松本　伸一482 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 大阪府

11時間40分58秒409 森下　千恵子720 ﾓﾘｼﾀ ﾁｴｺ 福井県

11時間41分11秒410 北川　雄一40 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 京都府

11時間41分18秒411 藤井　伸樹130 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞｷ 京都府

11時間41分21秒412 鏡　澄夫271 ｶｶﾞﾐ ｽﾐｵ 群馬県

11時間41分45秒413 岩田　郁子678 ｲﾜﾀ ｲｸｺ 大阪府

11時間42分02秒414 内藤　まさき12 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｷ 京都府

11時間42分07秒415 末沢　邦夫467 ｽｴｻﾞﾜ ｸﾆｵ 愛知県

11時間42分20秒416 村上　茂524 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県

11時間42分59秒417 橋本　華名615 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 京都府

11時間43分09秒418 惣司　匡樹277 ｿｳﾂｶ ﾏｻｷ 京都府

11時間43分24秒419 バシナ　エレナ641 ﾊﾞｼﾅ ｴﾚﾅ 京都府

11時間43分27秒420 後藤　員之239 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府

11時間43分36秒421 羽田　栄太170 ﾊﾀﾞ ｴｲﾀ 大阪府

11時間43分56秒422 西堀　吾郎102 ﾆｼﾎﾞﾘ ｺﾞﾛｳ 京都府

11時間44分03秒423 安井　寿219 ﾔｽｲ ﾋｻｼ 大阪府

11時間44分23秒424 冨村　宏紀390 ﾄﾐﾑﾗ ｺｳｷ 大阪府

11時間44分25秒425 丸山　めぐみ612 ﾏﾙﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

11時間44分27秒426 植平　晋146 ｳｴﾋﾗ ｽｽﾑ 滋賀県

11時間44分56秒427 佐久間　潤子653 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 滋賀県

11時間45分15秒428 森本　伸吉234 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ 大阪府

11時間45分20秒429 中原　綾子608 ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｺ 愛知県

11時間45分37秒430 鈴木　法哲417 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 神奈川県

11時間45分44秒431 池原　満732 ｲｹﾊﾗ ﾐﾂﾙ 福井県

11時間45分48秒432 松村　元雄527 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾄｵ 群馬県

11時間46分17秒433 藤竹　俊輔52 ﾌｼﾞﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 京都府

11時間46分19秒434 中野　恭兵60 ﾅｶﾉ ｷｮｳﾍｲ 京都府

11時間46分30秒435 奥岡　直子699 ｵｸｵｶ ﾅｵｺ 奈良県

11時間47分02秒436 神山　典子626 ｶﾐﾔﾏ ﾉﾘｺ 千葉県

11時間47分03秒437 町田　奈美647 ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾐ 大阪府

11時間47分10秒438 松本　晶子652 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

11時間47分18秒439 増本　鹿吉537 ﾏｽﾓﾄ ｼｶｷﾁ 大阪府

11時間47分19秒440 今井　由佳602 ｲﾏｲ ﾕｶ 京都府

11時間47分20秒441 粟野　寿明210 ｱﾜﾉ ﾄｼｱｷ 大阪府

11時間47分20秒442 鈴木　大河8 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 京都府

11時間47分20秒443 小島　幸子618 ｺｼﾞﾏ ｻﾁｺ 京都府

11時間47分20秒444 西村　忠司278 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 京都府

11時間47分20秒445 西田　憲史115 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 京都府

11時間47分20秒446 廣瀬　智彰21 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ 京都府

11時間48分07秒447 谷橋　洋平53 ﾀﾆﾊｼ ﾖｳﾍｲ 福井県

11時間48分33秒448 光枝　英俊381 ﾐﾂｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県

11時間48分35秒449 与儀　達也258 ﾖｷﾞ ﾀﾂﾔ 兵庫県

11時間49分07秒450 秋吉　伸二429 ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ 三重県
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Aコース （約77km） 総合

順位 記録 No. 　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県

 2017/5/21

スタート： -

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

11時間49分14秒451 清水　治康364 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾔｽ 福井県

11時間49分38秒452 原田　勝広90 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 大阪府

11時間49分52秒453 梅田　英明222 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 三重県

11時間49分53秒454 吉島　航日子152 ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｷﾋｺ 大阪府

11時間50分31秒455 下村　繁孝538 ｼﾓﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 福井県

11時間50分33秒456 松本　雅文474 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 大阪府

11時間51分27秒457 砂川　正彦404 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 東京都

11時間52分01秒458 石川　牧子633 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府

11時間52分15秒459 山原　和美674 ﾔﾏﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 滋賀県

11時間52分20秒460 今村　圭司231 ｲﾏﾑﾗ ｹｲｼ 京都府

11時間52分23秒461 河瀬　宗憲288 ｶﾜｾ ｿｳｹﾝ 京都府

11時間52分57秒462 原　文堅141 ﾊﾗ ﾌﾐｶﾀ 愛媛県

11時間53分07秒463 岡田　逸子737 ｵｶﾀﾞ ｲﾂｺ 大阪府

11時間53分11秒464 赤井　孝行321 ｱｶｲ ﾀｶﾕｷ 福井県

11時間53分24秒465 中戸　雅範179 ﾅｶﾄ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県

11時間54分06秒466 太田　一輝7 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 愛知県

11時間54分06秒467 吉川　和泰162 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾔｽ 福井県

11時間54分11秒468 吉永　弥生690 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔﾖｲ 滋賀県

11時間54分12秒469 伊藤　始進228 ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ 滋賀県

11時間54分26秒470 宮野　友孝498 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ 兵庫県

11時間54分29秒471 小嵐　芳斗129 ｺｱﾗｼ ﾖｼﾄ 大阪府

11時間54分41秒472 志賀　幸成371 ｼｶﾞ ﾕｷﾅﾘ 広島県

11時間54分45秒473 小森　大介195 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県

11時間54分49秒474 大形　一夫529 ｵｵｶﾞﾀ ｶｽﾞｵ 大阪府

11時間55分04秒475 中村　惠子725 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 大阪府

11時間55分06秒476 森津　忠晴505 ﾓﾘﾂ ﾀﾀﾞﾊﾙ 京都府

11時間55分52秒477 野田　敬二445 ﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 神奈川県

11時間56分04秒478 角田　昌之444 ｶｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大阪府

11時間56分10秒479 岡田　盛助523 ｵｶﾀﾞ ﾓﾘｽｹ 大阪府

11時間56分10秒480 芝本　鈴代733 ｼﾊﾞﾓﾄ ｽｽﾞﾖ 大阪府

11時間57分25秒481 干場　克海147 ﾎｼﾊﾞ ｶﾂﾐ 愛知県

11時間57分35秒482 若木　嘉浩504 ﾜｶｷ ﾖｼﾋﾛ 京都府

11時間57分49秒483 岩田　恭典208 ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ 大阪府

11時間57分50秒484 堀　幸雄317 ﾎﾘ ﾕｷｵ 大阪府

11時間58分07秒485 柴崎　秀樹263 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 大阪府

11時間58分12秒486 稲田　敏弘131 ｲﾅﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 京都府

11時間58分37秒487 小滝　剛克320 ｺﾀｷ ﾄｼｶﾂ 大阪府

11時間58分59秒488 中島陽子640 ﾅｶｼﾏﾖｳｺ 兵庫県

11時間59分35秒489 大道　薫里705 ｵｵﾐﾁ ｶｵﾘ 兵庫県

11時間59分35秒490 高本　修413 ﾀｶﾓﾄ ｵｻﾑ 兵庫県

12時間02分36秒491 徳永　寿子734 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｻｺ 京都府

12時間02分36秒492 辻岡　清隆112 ﾂｼﾞｵｶ ｷﾖﾀｶ 京都府

12時間02分36秒493 矢口　正暁405 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 東京都
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