
- 第3回 ベーカリーでRUNデブ～♪RUN-Cafeしましょ！！ -

10km　女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/11/27

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: ベーカリーでRUNデブ～実行委員会

38分14秒1 上谷 聡子307 ｳｴﾀﾆ ｻﾄｺ 兵庫県

45分47秒2 古賀 千尋331 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 兵庫県

48分09秒3 會澤 晃子301 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷｺ 兵庫県

49分16秒4 島田 裕美337 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 大阪府

51分47秒5 景山 枝保319 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾎ 兵庫県

52分38秒6 錦織 佳恵357 ﾆｼｺﾘ ｶｴ 大阪府

53分18秒7 森宗 尚美383 ﾓﾘﾑﾈ ﾅｵﾐ 兵庫県

55分03秒8 小田 真理318 ｵﾀﾞ ﾏﾘ 京都府

55分12秒9 北谷 弥生328 ｷﾀﾀﾆ ﾔﾖｲ 奈良県

55分21秒10 渡邊 さやか392 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 大阪府

56分30秒11 神尾 久美子323 ｶﾐｵ ｸﾐｺ 兵庫県

56分32秒12 杉田 幸340 ｽｷﾞﾀ ｻﾁ 兵庫県

56分34秒13 新元 絵里奈356 ﾆｲﾓﾄ ｴﾘﾅ 兵庫県

57分17秒14 入江 敬子306 ｲﾘｴ ｹｲｺ 神奈川県

57分24秒15 林 景子361 ﾊﾔｼ ｹｲｺ 京都府

57分57秒16 水田 有希376 ﾐｽﾞﾀ ﾕｷ 兵庫県

58分50秒17 後藤 優佳334 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｶ 兵庫県

58分50秒18 寺尾 若菜348 ﾃﾗｵ ﾜｶﾅ 兵庫県

59分12秒19 大崎 真奈312 ｵｵｻｷ ﾏﾅ 兵庫県

1時間00分18秒20 河野 茜326 ｶﾜﾉ ｱｶﾈ 大阪府

1時間00分25秒21 田中 淳子345 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

1時間00分36秒22 林 正子362 ﾊﾔｼ ﾏｻｺ 兵庫県

1時間00分36秒23 植村 麻以308 ｳｴﾑﾗ ﾏｲ 兵庫県

1時間00分37秒24 山崎 さゆり385 ﾔﾏｻｷ ｻﾕﾘ 大阪府

1時間00分52秒25 田村 美穂347 ﾀﾑﾗ ﾐﾎ 兵庫県

1時間01分14秒26 藤川 知子369 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓｺ 大阪府

1時間01分14秒27 尾崎 里美317 ｵｻﾞｷ ｻﾄﾐ 京都府

1時間02分10秒28 中冨 啓子350 ﾅｶﾄﾐ ｹｲｺ 兵庫県

1時間03分16秒29 山成 裕子388 ﾔﾏﾅﾘ ﾕｳｺ 岡山県

1時間03分55秒30 宮崎 純子379 ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐｺ 兵庫県

1時間04分24秒31 小倉 希美316 ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 大阪府

1時間05分02秒32 吉永 美帆391 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐﾎ 兵庫県

1時間05分06秒33 後藤 さやか333 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 兵庫県

1時間06分10秒34 多賀 友里恵342 ﾀｶﾞ ﾕﾘｴ 岡山県

1時間07分12秒35 田代 千佳344 ﾀｼﾛ ﾁｶ 奈良県

1時間07分40秒36 中原 江梨子351 ﾅｶﾊﾗ ｴﾘｺ 兵庫県

1時間07分44秒37 藤江 美香368 ﾌｼﾞｴ ﾐｶ 兵庫県

1時間07分47秒38 太田 英梨313 ｵｵﾀ ｴﾘ 大阪府

1時間07分57秒39 原田 真里364 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘ 兵庫県

1時間08分08秒40 浜口 京子341 兵庫県

1時間08分32秒41 福島 亜依365 ﾌｸｼﾏ ｱｲ 大阪府

1時間08分46秒42 上地 真由324 ｶﾐﾁﾞ ﾏﾕ 大阪府

1時間09分25秒43 蒲原 和子327 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞｺ 岡山県

1時間09分25秒44 山元 かおり389 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 兵庫県

1時間10分53秒45 北野 ゆかり329 ｷﾀﾉ ﾕｶﾘ 大阪府

1時間11分12秒46 酒井 睦子335 ｻｶｲ ﾑﾂｺ 大阪府

1時間11分26秒47 成田 晃子355 ﾅﾘﾀ ｱｷｺ 大阪府

1時間11分45秒48 中澤 美穂子349 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎｺ 兵庫県

1時間11分55秒49 宮永 靖子380 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾔｽｺ 京都府

1時間12分15秒50 森 佳奈子382 ﾓﾘ ｶﾅｺ 大阪府

Team▲ZERO
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1時間12分42秒51 前野 未和373 ﾏｴﾉ ﾐﾜ 大阪府

1時間13分20秒52 有村 みずき304 ｱﾘﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 兵庫県

1時間13分23秒53 有村 美津子305 ｱﾘﾑﾗ ﾐﾂｺ 兵庫県

1時間13分33秒54 梶山 やよい320 ｶｼﾞﾔﾏ ﾔﾖｲ 兵庫県

1時間13分54秒55 夏田 あずさ354 ﾅﾂﾀﾞ ｱｽﾞｻ 愛知県

1時間14分01秒56 夏田 亜貴子353 ﾅﾂﾀﾞ ｱｷｺ 愛知県

1時間16分00秒57 安部 真由303 ｱﾍﾞ ﾏﾕ 兵庫県

1時間16分00秒58 梅原 由真311 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾏ 兵庫県

1時間19分24秒59 中東 礼子352 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾚｲｺ 大阪府

1時間27分18秒60 新 静子302 ｱﾀﾗｼ ｼｽﾞｺ 大阪府

Team▲ZERO


