
- 第１回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

10km　女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2014/11/8

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: チームゼロ

47分18秒1 近藤 円62 コンドウ マドカ

48分11秒2 佐貫 秀子35 サヌキ ヒデコ 兵庫県

50分31秒3 梅澤 香織34 ウメザワ カオリ 和歌山県

51分30秒4 河内 佳澄46 カワウチ カスミ 大阪府

52分11秒5 谷 美加子13 タニ ミカコ 兵庫県

52分30秒6 冨田 陽子63 トミタ ヨウコ 大阪府

52分33秒7 北野 淑子5 キタノ トシコ 兵庫県

55分59秒8 木村 尚子8 キムラ ナオコ 神奈川県

56分16秒9 久永 華43 ヒサナガ ハナ 兵庫県

56分33秒10 西村 早織31 ニシムラ サオリ 大阪府

57分02秒11 岡田 侑子28 オカダ ユウコ 兵庫県

57分07秒12 柴田 実加12 シバタ ミカ 兵庫県

57分09秒13 井上 登代美19 イノウエ トヨミ 兵庫県

57分14秒14 四之宮 悦子7 シノミヤ エツコ 京都府

57分15秒15 岡田 愛39 オカダ アイ 兵庫県

57分47秒16 宮土 真由子32 ミヤツチ マユコ 大阪府

58分06秒17 中村 美果40 ナカムラ ミカ 大阪府

58分17秒18 花田 恵里30 ハナダ エリ 大阪府

58分20秒19 上芝 聖子20 ウエシバ セイコ 大阪府

58分46秒20 森下 潤子54 モリシタ ジュンコ 大阪府

58分54秒21 木原 優奈59 キハラ ユウナ 大阪府

59分50秒22 西村 友紀4 ニシムラ ユウキ 兵庫県

1時間00分00秒23 箱崎 円15 ハコザキ マドカ 広島県

1時間00分29秒24 藤坂 真理子58 フジサカ マリコ 兵庫県

1時間01分06秒25 中西 早苗25 ナカニシ サナエ 兵庫県

1時間01分22秒26 岡田 佳子10 オカダ ヨシコ 兵庫県

1時間01分34秒27 島崎 芽衣60 シマザキ メイ 大阪府

1時間01分51秒28 冨田 早希33 トミタ サキ 大阪府

1時間01分53秒29 山下 明美61 ヤマシタ アケミ 大阪府

1時間02分36秒30 安井 登美子9 ヤスイ トミコ 和歌山県

1時間03分14秒31 書川 美佳18 カキガワ ミカ 兵庫県

1時間03分30秒32 岩田 麻美38 イワタ アサミ 三重県

1時間03分52秒33 竹岡 章江14 タケオカ アキエ 大阪府

1時間03分55秒34 橋口 真弓21 ハシグチ マユミ 兵庫県

1時間04分21秒35 津田 亜紀子53 ツダ アキコ 大阪府

1時間04分21秒36 田窪 桜子52 タクボ サクラコ 兵庫県

1時間04分28秒37 松浦 尚美36 マツウラ ナオミ 大阪府

1時間04分42秒38 宮本 友里恵44 ミヤモト ユリエ 兵庫県

1時間05分31秒39 新谷 るり17 シンタニ ルリ 大阪府

1時間06分17秒40 平松 素子6 ヒラマツ モトコ 大阪府

1時間06分40秒41 早崎 明美23 ハヤサキ アケミ 大阪府

1時間06分49秒42 杉本 里紗26 スギモト リサ 兵庫県

1時間06分57秒43 西 淑美42 ニシ ヨシミ 兵庫県

1時間07分19秒44 立石　智子64 ﾀﾂｲｼ ﾄﾓｺ

1時間09分55秒45 森本 真弓3 モリモト マユミ 大阪府

1時間09分56秒46 武藤 嘉子56 ムトウ ヨシコ 大阪府

1時間14分54秒47 濱田 真弓2 ハマダ マユミ 兵庫県

1時間17分09秒48 国米 智恵里41 コクマイ チエリ 岡山県

1時間17分09秒49 廣尾 静香55 ヒロオ シズカ 岡山県

1時間17分09秒50 木村 香57 キムラ カオリ 岡山県

チーム・ゼロ　実行委員会
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1時間17分46秒51 中村 菜穂子50 ナカムラ ナオコ 大阪府

1時間18分44秒52 落町 明美49 オチマチ アケミ 大阪府

1時間19分34秒53 丸岡 ひかる47 マルオカ ヒカル 兵庫県

1時間19分58秒54 大垣 雪子48 オオガキ ユキコ 兵庫県

1時間21分46秒55 原田 直美24 ハラダ ナオミ 兵庫県

1時間23分31秒56 小野寺 慶子51 オノデラ ケイコ 兵庫県

1時間25分22秒57 土居 由香1 ドイ ユカ 大阪府

1時間25分33秒58 来海 有紀16 キマチ ユキ 兵庫県

1時間30分04秒59 久保田 澄子29 クボタ スミコ 大阪府

1時間41分13秒60 杉本 美和子22 スギモト ミワコ 兵庫県

チーム・ゼロ　実行委員会


