
- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Bコース （約43km） 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： 10:00:00

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

4時間02分30秒1 杉原　裕子1567 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 京都府

4時間09分59秒2 外峯　陽子1564 ｿﾄﾐﾈ ﾖｳｺ 京都府

4時間11分11秒3 水内　喜美代1625 ﾐｽﾞｳﾁ ｷﾐﾖ 奈良県

4時間26分44秒4 高畑　陽子1632 ﾀｶﾊﾀ ﾖｳｺ 福井県

4時間27分08秒5 福本　かおり1552 ﾌｸﾓﾄ ｶｵﾘ 兵庫県

4時間33分52秒6 武野　輝美1621 ﾀｹﾉ ﾃﾙﾐ 滋賀県

4時間36分33秒7 竹安　雅美1588 ﾀｹﾔｽ ﾏｻﾐ 大阪府

4時間37分19秒8 浅田　美有紀1638 ｱｻﾀﾞ ﾐﾕｷ 大阪府

4時間37分23秒9 山本　可奈子1530 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 滋賀県

4時間44分57秒10 清水　いづみ1599 ｼﾐｽﾞ ｲﾂﾞﾐ 京都府

4時間45分59秒11 植木　伴美1657 ｳｴｷ ﾄﾓﾐ 奈良県

4時間47分32秒12 松本　裕美1644 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大阪府

4時間51分31秒13 吉峯　あけみ1665 ﾖｼﾐﾈ ｱｹﾐ 兵庫県

4時間52分53秒14 多賀　圭子1526 ﾀｶﾞ ｹｲｺ 滋賀県

4時間55分40秒15 都筑　望1507 ﾂﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 大阪府

4時間57分16秒16 岩崎　真由美1626 ｲﾜｻｷ ﾏﾕﾐ 滋賀県

5時間00分27秒17 上村　美幸1566 ｳｴﾑﾗ ﾐﾕｷ 兵庫県

5時間03分05秒18 佐藤　真琴1544 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 大阪府

5時間04分14秒19 水野　いづみ1629 ﾐｽﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ 福井県

5時間10分18秒20 石原　久美1650 ｲｼﾊﾗ ｸﾐ 京都府

5時間10分39秒21 牛屋　明紗枝1528 ｳｼﾔ ﾐｻｴ 大阪府

5時間15分14秒22 愛甲　恵美1525 ｱｲｺｳ ﾒｸﾞﾐ 京都府

5時間15分32秒23 奥田　佐智子1606 ｵｸﾀﾞ ｻﾁｺ 兵庫県

5時間16分27秒24 西川　理恵1639 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｴ 大阪府

5時間16分41秒25 森永　真衣1503 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｲ 京都府

5時間18分06秒26 菅原　由紀子1679 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 京都府

5時間19分17秒27 坂本　桂1551 ｻｶﾓﾄ ｶﾂﾗ 奈良県

5時間19分21秒28 押谷　八千代1685 ｵｼﾀﾆ ﾔﾁﾖ 滋賀県

5時間19分31秒29 藤田　恭子1631 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｺ 大阪府

5時間23分12秒30 北川　江美1667 ｷﾀｶﾞﾜ ｴﾐ 兵庫県

5時間26分04秒31 浅井　千穂1510 ｱｻｲ ﾁﾎ 京都府

5時間26分17秒32 伊藤　深香1553 ｲﾄｳ ﾐｶ 大阪府

5時間26分53秒33 宮前　美緒1539 ﾐﾔﾏｴ ﾐｵ 京都府

5時間30分34秒34 嶺山　万紀子1590 ﾐﾈﾔﾏ ﾏｷｺ 滋賀県

5時間30分59秒35 森浜　牧代1680 ﾓﾘﾊﾏ ﾏｷﾖ 京都府

5時間31分45秒36 杉江　聖子1612 ｽｷﾞｴ ｾｲｺ 愛知県

5時間33分24秒37 阿部　尚美1618 ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ 兵庫県

5時間33分30秒38 反田　加代子1686 ﾀﾝﾀﾞ ｶﾖｺ 滋賀県

5時間34分58秒39 大嶋　真紀1577 ｵｵｼﾏ ﾏｷ 大阪府

5時間35分03秒40 永吉　陽子1559 ﾅｶﾞﾖｼ ﾖｳｺ 大阪府

5時間35分41秒41 三田　愉美1573 ﾐﾀ ﾕﾐ 兵庫県

5時間36分04秒42 内野　春代1538 ｳﾁﾉ ﾊﾙﾖ 愛知県

5時間36分19秒43 戸谷　美香1619 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ 京都府

5時間37分44秒44 石田　育子1556 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｺ 滋賀県

5時間40分43秒45 中村　由起子1634 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 兵庫県

5時間40分54秒46 大西　明美1668 ｵｵﾆｼ ｱｹﾐ 京都府

5時間41分09秒47 稲田　美奈子1649 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾅｺ 大阪府

5時間41分10秒48 大橋　友香子1597 ｵｵﾊｼ ﾕｶｺ 大阪府

5時間41分10秒49 岸本　有紀1620 ｷｼﾓﾄ ﾕｷ 大阪府

5時間43分27秒50 山崎　美奈子1607 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅｺ 大阪府
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5時間44分41秒51 原　由香里1515 ﾊﾗ ﾕｶﾘ 京都府

5時間45分09秒52 宍戸　真紀1504 ｼｼﾄﾞ ﾏｷ 大阪府

5時間46分18秒53 小池　伸子1594 ｺｲｹ ﾉﾌﾞｺ 大阪府

5時間47分14秒54 堀部　章子1586 ﾎﾘﾍﾞ ｱｷｺ 兵庫県

5時間49分50秒55 池田　清美1658 ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾐ 福井県

5時間50分00秒56 山下　弘子1682 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ 大阪府

5時間50分05秒57 浦東　直子1542 ｳﾗﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ 滋賀県

5時間51分57秒58 島北　多佳子1593 ｼﾏｷﾀ ﾀｶｺ 兵庫県

5時間52分18秒59 嶋田　佐登美1570 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ 福井県

5時間52分43秒60 西田　光子1608 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｺ 大阪府

5時間52分45秒61 松井　葉子1628 ﾏﾂｲ ﾖｳｺ 大阪府

5時間52分49秒62 五代　香織1546 ｺﾞﾀﾞｲ ｶｵﾘ 兵庫県

5時間53分02秒63 牧野　博子1581 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 兵庫県

5時間53分02秒64 伊東　純子1545 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

5時間54分00秒65 井ノ上　幸子1648 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 大阪府

5時間54分25秒66 山本　敦子1591 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ 京都府

5時間55分28秒67 山内　千春1543 ﾔﾏｳﾁ ﾁﾊﾙ 大阪府

5時間55分47秒68 太田　貴子1533 ｵｵﾀ ﾀｶｺ 東京都

5時間57分33秒69 香田　美由起1630 ｺｳﾀﾞ ﾐﾕｷ 愛知県

5時間58分22秒70 加藤　利恵子1578 ｶﾄｳ ﾘｴｺ 滋賀県

6時間00分05秒71 進藤　尚子1589 ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 京都府

6時間00分30秒72 田中　千恵子1687 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 奈良県

6時間00分47秒73 伊藤　弓恵1512 ｲﾄｳ ﾕﾐｴ 愛知県

6時間02分24秒74 西脇　智代美1684 ﾆｼﾜｷ ﾁﾖﾐ 岐阜県

6時間02分28秒75 檜田　亜矢1524 ﾋﾜﾀﾞ ｱﾔ 京都府

6時間02分29秒76 金川　和枝1602 ｶﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ 京都府

6時間08分44秒77 松村　夕子1550 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 兵庫県

6時間08分50秒78 長畑　薫1605 ﾅｶﾞﾊﾀ ｶｵﾙ 大阪府

6時間09分04秒79 中西　貴子1627 ﾅｶﾆｼ ﾀｶｺ 京都府

6時間10分22秒80 水口　忍1656 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 大阪府

6時間10分34秒81 寺西　典子1677 ﾃﾗﾆｼ ﾉﾘｺ 大阪府

6時間11分55秒82 朝倉　景子1535 ｱｻｸﾗ ｹｲｺ 大阪府

6時間12分06秒83 山田　貴子1664 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 奈良県

6時間12分06秒84 飯田　真寿美1692 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 奈良県

6時間12分27秒85 阿部　照代1678 ｱﾍﾞ ﾃﾙﾖ 滋賀県

6時間13分47秒86 東槇　典子1635 ﾋｶﾞｼﾏｷ ﾉﾘｺ 大阪府

6時間14分17秒87 市川　歩1501 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 大阪府

6時間15分24秒88 石山　みどり1611 ｲｼﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 大阪府

6時間17分36秒89 井面　和子1689 ｲﾉﾓ ｶｽﾞｺ 大阪府

6時間18分56秒90 永廣　知子1547 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾄﾓｺ 京都府

6時間19分10秒91 青山　佳代子1669 ｱｵﾔﾏ ｶﾖｺ 福井県

6時間19分14秒92 藤ノ井　祐子1603 ﾌｼﾞﾉｲ ﾕｳｺ 京都府

6時間19分26秒93 吉田　希1522 ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 兵庫県

6時間19分55秒94 宮崎　綾子1575 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 大阪府

6時間20分57秒95 辻本　由紀子1598 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｷｺ 大阪府

6時間21分04秒96 瀬戸　久奈1554 ｾﾄ ﾋｻﾅ 大阪府

6時間23分14秒97 寺浦　友子1622 ﾃﾗｳﾗ ﾄﾓｺ 大阪府

6時間23分56秒98 北邨　陽子1580 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 大阪府

6時間24分30秒99 山下　貴久恵1624 ﾔﾏｼﾀ ｷｸｴ 奈良県

6時間24分49秒100 田中　多紀子1662 ﾀﾅｶ ﾀｷｺ 京都府
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6時間24分51秒101 近藤　由紀子1646 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 大阪府

6時間25分28秒102 浦口　みちよ1617 ｳﾗｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 兵庫県

6時間26分32秒103 藤野　富巳1676 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐ 大阪府

6時間26分45秒104 岡本　朋子1529 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｺ 大阪府

6時間27分30秒105 山本　由紀子1516 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 大阪府

6時間27分41秒106 尾崎　光1502 ｵｻｷ ﾋｶﾘ 兵庫県

6時間28分09秒107 鳥山　恵美1506 ﾄﾘﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 京都府

6時間29分52秒108 萩原　美和1633 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾜ 大阪府

6時間30分04秒109 坂口　理恵1574 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｴ 和歌山県

6時間30分05秒110 青木　治美1595 ｱｵｷ ﾊﾙﾐ 兵庫県

6時間33分22秒111 松原　希1548 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 大阪府

6時間33分22秒112 西岡　康子1541 ﾆｼｵｶ ﾔｽｺ 大阪府

6時間33分55秒113 柳澤　芙紗子1518 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｻｺ 京都府

6時間36分23秒114 倉橋　智美1585 ｸﾗﾊｼ ﾄﾓﾐ 大阪府

6時間37分04秒115 須藤　由紀1568 ｽﾄﾞｳ ﾕｷ 京都府

6時間37分12秒116 見野　千代子1690 ﾐﾉ ﾁﾖｺ 京都府

6時間37分15秒117 藤田　早紀1514 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 京都府

6時間37分40秒118 井伊　ひとみ1672 ｲｲ ﾋﾄﾐ 大阪府

6時間39分44秒119 岡田　公美1513 ｵｶﾀﾞ ｸﾐ 京都府

6時間39分56秒120 金子　尚美1660 ｶﾈｺ ﾅｵﾐ 大阪府

6時間41分54秒121 河村　美子1663 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｺ 大阪府

6時間44分51秒122 寺本　早苗1572 ﾃﾗﾓﾄ ｻﾅｴ 滋賀県

6時間45分56秒123 寺澤　美香1636 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾐｶ 大阪府

6時間45分57秒124 関　亜希子1596 ｾｷ ｱｷｺ 滋賀県

6時間46分26秒125 阿久津　圭子1531 ｱｸﾂ ｹｲｺ 兵庫県

6時間48分48秒126 大山　佐知子1640 ｵｵﾔﾏ ｻﾁｺ 京都府

6時間48分53秒127 磯崎　真希1537 ｲｿｻﾞｷ ﾏｷ 大阪府

6時間49分25秒128 霜倉　里香1647 ｼﾓｸﾗ ﾘｶ 兵庫県

6時間49分33秒129 切原　純子1523 ｷﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

6時間51分36秒130 本田　秋子1688 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷｺ 大阪府

6時間52分19秒131 上垣　さとみ1610 ｳｴｶﾞｷ ｻﾄﾐ 愛知県

6時間52分26秒132 伊藤　道子1534 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ 奈良県

6時間53分27秒133 福井　規子1652 ﾌｸｲ ﾉﾘｺ 大阪府

6時間53分28秒134 加村　美和1511 ｶﾑﾗ ﾐﾜ 大阪府

6時間54分31秒135 高元　佳代子1637 ﾀｶﾓﾄ ｶﾖｺ 大阪府

6時間55分37秒136 山田　江里1641 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ 愛知県

6時間56分37秒137 末廣　いづみ1666 ｽｴﾋﾛ ｲﾂﾞﾐ 兵庫県

6時間57分33秒138 木ノ下　茂美1673 ｷﾉｼﾀ ｼｹﾞﾐ 兵庫県

6時間57分40秒139 藤枝　久美子1654 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｸﾐｺ 奈良県

6時間57分51秒140 高桑　雅子1584 ﾀｶｸﾜ ﾏｻｺ 大阪府

7時間00分48秒141 榊原　美由貴1579 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾕｷ 神奈川県

7時間01分53秒142 村田　千裕1555 ﾑﾗﾀ ﾁﾋﾛ 大阪府

7時間03分23秒143 杉江　栄美1604 ｽｷﾞｴ ｴﾐ 愛知県

7時間04分07秒144 上月　加奈1623 ｺｳﾂﾞｷ ｶﾅ 兵庫県

7時間05分50秒145 本郷　朋子1614 ﾎﾝｺﾞｳ ﾄﾓｺ 大阪府

7時間08分31秒146 元野　純子1645 ﾓﾄﾉ ｼﾞｭﾝｺ 京都府

7時間08分32秒147 大久保　佳代1549 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾖ 奈良県

7時間08分49秒148 羽田　敏子1521 ﾊﾀﾞ ﾄｼｺ 兵庫県

7時間10分12秒149 上村　栄子1616 ｳｴﾑﾗ ｴｲｺ 滋賀県

7時間14分44秒150 前田　幹1691 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 大阪府
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7時間17分39秒151 平山　淳子1540 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

7時間19分54秒152 前川　弥生1576 ﾏｴｶﾞﾜ ﾔﾖｲ 福井県

7時間22分26秒153 野田　啓美1583 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ 大阪府

7時間22分33秒154 村上　優子1609 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ 大阪府

7時間22分33秒155 辻本　綾美1592 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔﾐ 兵庫県

7時間26分33秒156 今本　明子1519 ｲﾏﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

7時間27分52秒157 阪上　仁美1569 ｻｶｳｴ ﾋﾄﾐ 大阪府

7時間31分52秒158 大谷　純子1653 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 京都府

7時間42分35秒159 元永　久美1659 ﾓﾄﾅｶﾞ ｸﾐ 東京都

7時間42分35秒160 前田　こずえ1587 ﾏｴﾀﾞ ｺｽﾞｴ 大阪府

7時間43分54秒161 西巻　悦子1655 ﾆｼﾏｷ ｴﾂｺ 奈良県

7時間44分17秒162 松本　一美1651 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 京都府

7時間45分47秒163 藪下　千晶1661 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾁｱｷ 京都府

7時間47分43秒164 石部　由香1582 ｲｼﾍﾞ ﾕｶ 愛知県

7時間49分53秒165 若林　さちこ1520 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 京都府

7時間50分45秒166 山下　みちほ1563 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾎ 兵庫県

7時間51分34秒167 山東　香織1561 ｻﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 大阪府

7時間57分17秒168 橋本　小百合1615 ﾊｼﾓﾄ ｻﾕﾘ 京都府

8時間00分41秒169 角川　理枝1670 ｽﾐｶﾜ ﾘｴ 京都府
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