
- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Bコース （約43km） 男子

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

3時間16分52秒1 天野　右文1076 ｱﾏﾉ ﾐｷﾞﾌﾐ 大阪府

3時間24分40秒2 中川　恭伸1057 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ 大阪府

3時間30分16秒3 加藤　孝幸1102 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 京都府

3時間32分35秒4 岩田　昭平1017 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 京都府

3時間39分01秒5 宮前　高博1052 ﾐﾔﾏｴ ﾀｶﾋﾛ 京都府

3時間40分26秒6 横尾　祐郁1123 ﾖｺｵ ﾏｻﾌﾐ 京都府

3時間41分06秒7 管尾　礼一1001 ｽｶﾞｵ ﾚｲｲﾁ 京都府

3時間41分36秒8 坊　裕行1150 ﾎﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 京都府

3時間42分07秒9 畑中　康仁1015 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾄ 兵庫県

3時間45分08秒10 宮城　康司1098 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ 京都府

3時間47分09秒11 武田　浩志1151 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県

3時間50分49秒12 樽井　一郎1134 ﾀﾙｲ ｲﾁﾛｳ 滋賀県

3時間51分51秒13 川崎　康正1114 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾏｻ 京都府

3時間52分16秒14 水谷　治人1199 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ 大阪府

3時間55分04秒15 大芝　徹1080 ｵｵｼﾊﾞ ﾄｵﾙ 兵庫県

3時間59分26秒16 石田　雄太1010 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 愛知県

4時間02分09秒17 甲斐　豊健1081 ｶｲ ﾄﾖﾀｹ 京都府

4時間02分25秒18 石河　耕二1048 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 滋賀県

4時間06分01秒19 北口　剛史1022 ｷﾀｸﾞﾁ ｺﾞｳｼ 京都府

4時間06分51秒20 川上　晃司1013 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 大阪府

4時間08分47秒21 植田　泰雄1115 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｵ 大阪府

4時間09分04秒22 古澤　隆秋1103 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶｱｷ 大阪府

4時間15分47秒23 中野　直樹1179 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 大阪府

4時間17分55秒24 前田　喜代次1146 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ 滋賀県

4時間18分21秒25 山中　忍1120 ﾔﾏﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 滋賀県

4時間22分36秒26 尼岸　和敏1185 ｱﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾄｼ 京都府

4時間23分03秒27 大宮　健哲1172 ｵｵﾐﾔ ﾀｹﾉﾘ 大阪府

4時間23分59秒28 伊原　正洋1067 ｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府

4時間27分55秒29 前田　静男1244 ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｵ 大阪府

4時間33分02秒30 木寺　健一1079 ｷﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 大阪府

4時間35分28秒31 山本　厚夫1201 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｵ 大阪府

4時間41分22秒32 池田　稔裕1181 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

4時間42分33秒33 成田　博英1085 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ 大阪府

4時間44分28秒34 銭谷　昌典1234 ｾﾞﾆﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 京都府

4時間45分28秒35 南　賢造1066 ﾐﾅﾐ ｹﾝｿﾞｳ 兵庫県

4時間45分32秒36 瀧山　智三1074 ﾀｷﾔﾏ ﾄﾓｿﾞｳ 大阪府

4時間47分02秒37 若林　正樹1088 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 兵庫県

4時間49分26秒38 Ross-Smith　Justin1065 ﾛｽｽﾐｽ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 滋賀県

4時間51分16秒39 三田　与志雄1073 ﾐﾀ ﾖｼｵ 兵庫県

4時間52分24秒40 佐藤　剛1084 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 兵庫県

4時間53分47秒41 松田　弘貴1099 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 京都府

4時間55分40秒42 高市　直茂1105 ﾀｶｲﾁ ﾅｵｼｹﾞ 兵庫県

4時間55分43秒43 上野　剛1008 ｳｴﾉ ｺﾞｳ 大阪府

4時間56分24秒44 堀部　直志1130 ﾎﾘﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県

4時間57分05秒45 辻　雅仁1028 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾄ 滋賀県

4時間57分18秒46 大山　竜市1045 ｵｵﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 兵庫県

4時間58分02秒47 大村　広之1131 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

4時間58分54秒48 松本　善文1077 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 大阪府

5時間00分07秒49 堀川　晶行1257 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾕｷ 奈良県

5時間00分51秒50 桂　初彦1196 ｶﾂﾗ ﾊﾂﾋｺ 京都府
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5時間01分16秒51 笠井　正臣1037 ｶｻｲ ﾏｻｵﾐ 京都府

5時間03分28秒52 松本　徹也1096 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ 滋賀県

5時間03分50秒53 堂薗　雄次郎1024 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 大阪府

5時間04分47秒54 南山　栄成1251 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 京都府

5時間06分26秒55 伊藤　光晴1171 ｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ 兵庫県

5時間06分56秒56 森口　雅和1220 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 京都府

5時間09分10秒57 中村　量哉1191 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

5時間12分07秒58 藤川　陽平1003 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ 京都府

5時間12分58秒59 岩佐　崇1104 ｲﾜｻ ﾀｶｼ 奈良県

5時間13分42秒60 藤ノ井　誠司1161 ﾌｼﾞﾉｲ ｾｲｼﾞ 京都府

5時間14分20秒61 原田　貴裕1187 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県

5時間14分31秒62 管　比呂樹1014 ｽｶﾞ ﾋﾛｷ 大阪府

5時間15分32秒63 小島　幹司1128 ｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 大阪府

5時間15分42秒64 岩本　孝1135 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪府

5時間16分15秒65 永峰　弘万1095 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

5時間16分32秒66 西田　章1148 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府

5時間19分00秒67 麻生　徹1064 ｱｿｳ ﾄｵﾙ 京都府

5時間19分13秒68 竹之内　恭一郎1165 ﾀｹﾉｳﾁ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 京都府

5時間21分11秒69 村井　浩二1167 ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 大阪府

5時間22分31秒70 長井　彰義1070 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾖｼ 大阪府

5時間22分55秒71 初宿　亨1180 ｼﾔｹ ﾄｵﾙ 滋賀県

5時間22分59秒72 村山　真一1027 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 大阪府

5時間24分16秒73 岡山　琢哉1176 ｵｶﾔﾏ ﾀｸﾔ 奈良県

5時間25分01秒74 角矢　誠一郎1224 ｶｸﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ 大阪府

5時間25分54秒75 宮林　健一郎1034 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

5時間26分19秒76 車塚　大輔1071 ｸﾙﾏﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

5時間27分05秒77 吉原　清隆1126 ﾖｼﾊﾗ ｷﾖﾀｶ 大阪府

5時間27分53秒78 桜井　一1247 ｻｸﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 京都府

5時間28分40秒79 深尾　和寿1109 ﾌｶｵ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 滋賀県

5時間28分44秒80 前田　武也1060 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾔ 兵庫県

5時間28分49秒81 杉崎　博隆1129 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 奈良県

5時間29分23秒82 井上　正也1043 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 東京都

5時間30分37秒83 守川　武広1133 ﾓﾘｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 兵庫県

5時間31分03秒84 谷口　和久1124 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 京都府

5時間32分01秒85 八谷　和俊1038 ﾊﾁﾔ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府

5時間33分43秒86 西尾　寛1087 ﾆｼｵ ﾋﾛｼ 兵庫県

5時間33分48秒87 萩尾　明広1091 ﾊｷﾞｵ ｱｷﾋﾛ 兵庫県

5時間33分55秒88 笹　昌隆1242 ｻｻ ﾏｻﾀｶ 大阪府

5時間34分00秒89 丸田　順一1106 ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府

5時間34分50秒90 市川　純一1200 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

5時間35分08秒91 寺村　康史1246 ﾃﾗﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 滋賀県

5時間35分29秒92 原　隆浩1047 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

5時間35分44秒93 蜂谷　俊二1152 ﾊﾁﾔ ｼｭﾝｼﾞ 大阪府

5時間36分12秒94 三村　和宏1258 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県

5時間37分27秒95 大西　一嘉1233 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾖｼ 京都府

5時間38分11秒96 畑中　智博1169 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 京都府

5時間38分36秒97 酒井　祐人1041 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪府

5時間40分03秒98 西村　佳央1110 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 滋賀県

5時間40分11秒99 梶山　裕之1062 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 京都府

5時間40分33秒100 三原　義規1163 ﾐﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 大阪府
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5時間41分10秒101 土屋　修1216 ﾂﾁﾔ ｵｻﾑ 大阪府

5時間41分20秒102 風　敦博1078 ｶｾﾞ ｱﾂﾋﾛ 大阪府

5時間41分38秒103 佐藤　博紀1197 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大阪府

5時間41分43秒104 村岡　道隆1044 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁﾀｶ 京都府

5時間42分24秒105 帯金　晃1157 ｵﾋﾞｶﾈ ｱｷﾗ 静岡県

5時間42分53秒106 青木　正雄1252 ｱｵｷ ﾏｻｵ 大阪府

5時間43分08秒107 澤田　直隆1208 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 京都府

5時間43分38秒108 網野　太1116 ｱﾐﾉ ﾌﾄｼ 京都府

5時間48分06秒109 田村　伊知彦1240 ﾀﾑﾗ ｲﾁﾋｺ 大阪府

5時間48分13秒110 川原田　輝1092 ｶﾜﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 京都府

5時間48分45秒111 小林　尚史1166 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 大阪府

5時間49分18秒112 中川　正良1159 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 三重県

5時間50分32秒113 渕上　顕1168 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷﾗ 兵庫県

5時間51分11秒114 吉田　英樹1050 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県

5時間51分26秒115 扇　幸治1040 ｵｵｷﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府

5時間51分56秒116 島北　卓樹1136 ｼﾏｷﾀ ﾀｸｼﾞｭ 兵庫県

5時間52分11秒117 木村　暁1119 ｷﾑﾗ ｱｷﾗ 奈良県

5時間52分26秒118 栗田　晃1072 ｸﾘﾀ ｱｷﾗ 滋賀県

5時間52分43秒119 川崎　英仁1243 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾋﾄ 大阪府

5時間54分53秒120 吉田　雅彦1211 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 福井県

5時間55分46秒121 中津　義明1256 ﾅｶﾂ ﾖｼｱｷ 東京都

5時間56分38秒122 山本　雄二1113 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 京都府

5時間56分46秒123 相武　昌男1232 ｱｲﾑ ﾏｻｵ 愛知県

5時間56分51秒124 石橋　正夫1259 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｵ 大阪府

5時間57分45秒125 金澤　智1226 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾄｼ 愛知県

5時間58分19秒126 大和　眞悟1209 ﾔﾏﾄ ｼﾝｺﾞ 京都府

5時間58分23秒127 阿部　悟郎1058 ｱﾍﾞ ｺﾞﾛｳ 京都府

5時間59分37秒128 前田　憲治1173 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾊﾙ 大阪府

5時間59分56秒129 福井　基夫1046 ﾌｸｲ ﾓﾄｵ 大阪府

6時間00分00秒130 今田　博之1249 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 京都府

6時間00分02秒131 小林　克則1221 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 福井県

6時間00分17秒132 中村　篤人1132 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾄ 京都府

6時間00分39秒133 須藤　新吾1147 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 滋賀県

6時間02分54秒134 小林　一理1145 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ 京都府

6時間04分28秒135 竹内　晋一1069 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｲﾁ 京都府

6時間05分06秒136 樋口　善夫1213 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｵ 京都府

6時間05分13秒137 浜辺　浩寿1093 ﾊﾏﾍﾞ ﾋﾛﾋｻ 大阪府

6時間06分31秒138 高坂　泰司1245 ｺｳｻｶ ﾋﾛｼ 大阪府

6時間08分59秒139 中島　徹哉1021 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 兵庫県

6時間09分46秒140 西田　強1030 ﾆｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 大阪府

6時間12分21秒141 原田　英敏1118 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 京都府

6時間13分01秒142 滝森　裕之1121 ﾀｷﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 京都府

6時間14分14秒143 泉本　健一郎1144 ｲｽﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 京都府

6時間15分24秒144 関屋　柳次1142 ｾｷﾔ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府

6時間15分25秒145 海老名　丈博1005 ｴﾋﾞﾅ ﾀｹﾋﾛ 京都府

6時間15分29秒146 宮田　譲1055 ﾐﾔﾀ ﾕｽﾞﾙ 奈良県

6時間15分50秒147 高草　大次郎1094 ﾀｶｸｻ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 京都府

6時間16分26秒148 平石　吉彦1140 ﾋﾗｲｼ ﾖｼﾋｺ 大阪府

6時間17分58秒149 足立　篤1002 ｱﾀﾞﾁ ｱﾂｼ 兵庫県

6時間18分04秒150 竹井　勝1053 ﾀｹｲ ﾏｻﾙ 大阪府
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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

6時間18分56秒151 古浜　史朗1108 ﾌﾙﾊﾏ ｼﾛｳ 大阪府

6時間19分26秒152 吉田　淳1011 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 兵庫県

6時間21分22秒153 宮本　賢次1153 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府

6時間22分25秒154 山田　秀一1190 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福井県

6時間22分42秒155 前田　昭人1192 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾄ 兵庫県

6時間23分17秒156 大嶋　猛1241 ｵｵｼﾏ ﾀｹｼ 大阪府

6時間23分17秒157 石橋　政治郎1214 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｼﾞﾛｳ 大阪府

6時間23分55秒158 橋詰　英樹1189 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県

6時間23分58秒159 川口　雅典1264 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 大阪府

6時間24分28秒160 谷川　健二1184 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪府

6時間25分33秒161 浦谷　正1162 ｳﾗﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 滋賀県

6時間25分54秒162 山本　博巳1031 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 兵庫県

6時間26分44秒163 矢口　重一1194 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞｶｽﾞ 大阪府

6時間26分45秒164 吉田　茂樹1112 ﾖｼﾀﾞｼｹﾞｷ 大阪府

6時間27分30秒165 山本　幸司1049 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 大阪府

6時間28分00秒166 村中　雅之1042 ﾑﾗﾅｶ ﾏｻﾕｷ 滋賀県

6時間28分43秒167 小原　明生1125 ｵﾊﾗ ｱｷｵ 兵庫県

6時間29分04秒168 長船　修明1223 ｵｻﾌﾈ ﾉﾌﾞｱｷ 京都府

6時間29分15秒169 苑田　恵時1127 ｿﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 京都府

6時間29分50秒170 森田　二朗1218 ﾓﾘﾀ ｼﾞﾛｳ 兵庫県

6時間29分56秒171 岡部　孝義1263 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾖｼ 愛知県

6時間30分03秒172 小田　久弥1193 ｵﾀﾞ ﾋｻﾔ 大阪府

6時間31分48秒173 杉森　雅裕1111 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

6時間32分18秒174 安達　均1063 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾄｼ 兵庫県

6時間32分44秒175 猪岡　裕介1143 ｲﾉｵｶ ﾕｳｽｹ 大阪府

6時間33分14秒176 小野　恭裕1090 ｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 奈良県

6時間33分49秒177 井上　靖士1061 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 兵庫県

6時間34分12秒178 姫野　俊雄1237 ﾋﾒﾉ ﾄｼｵ 奈良県

6時間35分25秒179 山田　純司1255 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 京都府

6時間36分34秒180 西村　康成1036 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ 奈良県

6時間36分47秒181 西村　裕太1009 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 滋賀県

6時間37分04秒182 橋本　康弘1235 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

6時間37分14秒183 永見　和彦1225 ﾅｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府

6時間37分27秒184 藤本　たつお1215 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 大阪府

6時間38分01秒185 奥藤　正道1149 ｵｸﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 大阪府

6時間39分12秒186 井上　俊一1154 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｲﾁ 大阪府

6時間39分41秒187 伴野　聖士1178 ﾊﾞﾝﾉ ｷﾖｼ 大阪府

6時間39分46秒188 下村　款也1012 ｼﾓﾑﾗ ｶﾝﾔ 奈良県

6時間42分45秒189 武田　悠希1004 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 京都府

6時間44分40秒190 土肥　康真1068 ﾄﾞﾋ ﾔｽﾏｻ 兵庫県

6時間44分56秒191 小谷　博隆1158 ｺﾀﾆ ﾋﾛﾀｶ 大阪府

6時間45分01秒192 池山　良太郎1141 ｲｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 京都府

6時間45分38秒193 左嵜　雄一郎1020 ｻｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 滋賀県

6時間45分55秒194 竹井　博1089 ﾀｹｲ ﾋﾛｼ 大阪府

6時間46分39秒195 井尻　淳1083 ｲｼﾞﾘ ｱﾂｼ 京都府

6時間47分10秒196 奥村　徹也1138 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県

6時間47分51秒197 田津原　裕晃1202 ﾀﾂﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 奈良県

6時間48分40秒198 森　清1204 ﾓﾘ ｷﾖｼ 大阪府

6時間49分18秒199 歌野　吉樹1100 ｳﾀﾉ ﾖｼｷ 大阪府

6時間49分33秒200 西谷　公伸1016 ﾆｼﾀﾆ ｷﾐﾉﾌﾞ 兵庫県
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- 第22回 鯖街道ウルトラマラソン大会 -

Bコース （約43km） 男子

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

6時間50分04秒201 杉浦　方亮1039 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｱｷ 大阪府

6時間52分05秒202 福島　隆1137 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 大阪府

6時間52分09秒203 中野　豊1265 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ 京都府

6時間53分28秒204 太田　重良1175 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾖｼ 大阪府

6時間53分28秒205 北林　浩美1205 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 大阪府

6時間54分31秒206 福本　信次1174 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 大阪府

6時間55分37秒207 森田　良1035 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 岐阜県

6時間58分01秒208 田原　秀夫1262 ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県

6時間58分04秒209 小野　純一1222 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 奈良県

7時間02分47秒210 神山　保1160 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾓﾂ 京都府

7時間03分25秒211 森　好寿1051 ﾓﾘ ﾖｼﾋｻ 京都府

7時間04分06秒212 上月　茂和1210 ｺｳﾂﾞｷ ｼｹﾞｶｽﾞ 兵庫県

7時間05分29秒213 石田　高也1018 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔ 京都府

7時間08分00秒214 西埜　毅1253 ﾆｼﾉ ﾀｹｼ 大阪府

7時間14分16秒215 熊本　徹1266 ｸﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 徳島県

7時間15分15秒216 近藤　信哉1155 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 大阪府

7時間15分59秒217 滝本　二郎1228 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 京都府

7時間18分04秒218 西海　浩志1170 ﾆｼｳﾐ ﾋﾛｼ 大阪府

7時間22分33秒219 安原　豊之1239 ﾔｽﾊﾗ ﾄﾖﾕｷ 大阪府

7時間22分39秒220 梅岡　利明1075 ｳﾒｵｶ ﾄｼｱｷ 兵庫県

7時間24分23秒221 羽田　信晴1207 ﾊﾈﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 京都府

7時間24分46秒222 中田　隆一1082 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 京都府

7時間26分33秒223 前田　哲司1164 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 兵庫県

7時間27分59秒224 前田　孝弘1097 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

7時間30分35秒225 奥村　雅彦1219 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 京都府

7時間34分49秒226 尾野　佳啓1117 ｵﾉ ﾖｼｱｷ 兵庫県

7時間35分53秒227 唐見　淳芳1212 ｶﾗﾐ ｱﾂﾖｼ 大阪府

7時間36分16秒228 桑原　晋太朗1006 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 京都府

7時間36分18秒229 水島　隆雄1007 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｵ 京都府

7時間36分57秒230 高口　正司1195 ﾀｶｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 兵庫県

7時間37分04秒231 平井　誠1198 ﾋﾗｲ ﾏｺﾄ 大阪府

7時間43分11秒232 伊藤　健1056 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 京都府

7時間43分58秒233 内藤　智之1101 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 京都府

7時間44分40秒234 伊藤　晃章1206 ｲﾄｳ ﾃﾙｱｷ 愛知県

7時間44分42秒235 佐治　重衡1139 ｻｼﾞ ｼｹﾞﾋﾗ 福島県

7時間47分22秒236 野々山　稔1026 ﾉﾉﾔﾏ ﾐﾉﾙ 大阪府

7時間49分47秒237 羽生　博彦1238 ﾊﾆｳ ﾋﾛﾋｺ 大阪府

7時間49分57秒238 近藤　耕司1156 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 兵庫県

7時間52分31秒239 嶋崎　雅人1230 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 大阪府

7時間58分05秒240 森浜　学1236 ﾓﾘﾊﾏ ﾏﾅﾌﾞ 京都府

7時間58分16秒241 加藤　丈博1182 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県

7時間58分56秒242 吉冨　和雄1267 ﾖｼﾄﾐ ﾔｽｵ 大阪府

7時間59分02秒243 加地　喜一朗1025 ｶｼﾞ ｷｲﾁﾛｳ 京都府

8時間00分12秒244 倉内　武類1029 ｸﾗｳﾁ ﾀｹﾙ 大阪府

8時間00分15秒245 倉内　勝則1260 ｸﾗｳﾁ ｶﾂﾉﾘ 大阪府

8時間02分37秒246 押谷　嘉治1254 ｵｼﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 滋賀県

8時間05分31秒247 景山　亘1268 ｶｹﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ 大阪府
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