
- 第１回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

ハーフマラソン　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

1時間36分44秒1 富田 茜220 トミタ アカネ 兵庫県

1時間38分33秒2 井上 真理子212 イノウエ マリコ 大阪府

1時間45分04秒3 森岡 茉美251 モリオカ マミ 大阪府

1時間45分28秒4 佐喜眞 淳子219 サキマ ジュンコ 大阪府

1時間47分15秒5 尾本 かよ子213 オモト カヨコ 兵庫県

1時間52分20秒6 山崎 久子202 ヤマサキ ヒサコ 兵庫県

1時間52分47秒7 二瓶 恵223 ニヘイ メグミ 大阪府

1時間54分38秒8 吉田 祐子207 ヨシダ ユウコ 大阪府

1時間57分20秒9 苦瓜 美和238 ニガウリ ミワ 兵庫県

1時間57分59秒10 福富 由里子259 フクトミ ユリコ 兵庫県

1時間58分53秒11 荻野 恭子268 オギノ キョウコ 兵庫県

1時間59分51秒12 藤森 恵209 フジモリ メグミ 三重県

2時間00分54秒13 今橋 久子229 イマハシ ヒサコ 大阪府

2時間00分59秒14 大江 良子206 オオエ リョウコ 兵庫県

2時間01分52秒15 五島 万由実280 ゴシマ マユミ

2時間02分16秒16 近藤 歩261 コンドウ アユミ 兵庫県

2時間03分00秒17 藤田 和香子245 フジタ ワカコ 兵庫県

2時間03分18秒18 泊ヶ山 敬子248 トマリガヤマ ケイコ 兵庫県

2時間03分36秒19 山梨 顕子214 ヤマナシ アキコ 兵庫県

2時間03分43秒20 渡辺 晶子217 ワタナベ アキコ 京都府

2時間05分42秒21 増田 貴子205 マスダ タカコ 兵庫県

2時間05分56秒22 宮川 茂子234 ミヤカワ シゲコ 兵庫県

2時間05分59秒23 松本 宣美265 マツモト ヨシミ 大阪府

2時間06分41秒24 岩切 亜実244 イワキリ アミ 兵庫県

2時間07分11秒25 藤田 裕子228 フジタ ユウコ 兵庫県

2時間08分28秒26 福田 由美子260 フクダ ユミコ 大阪府

2時間08分49秒27 鎌田 淳子232 カマダ ジュンコ 兵庫県

2時間08分59秒28 中東 真里208 ナカヒガシ マリ 徳島県

2時間09分00秒29 腹巻 ちか210 ハラマキ チカ 大阪府

2時間10分02秒30 奥野 康子216 オクノ ヤスコ 兵庫県

2時間10分31秒31 藤田 智子218 フジタ トモコ 大阪府

2時間10分42秒32 小林 真菜279 コバヤシ マナ

2時間10分57秒33 岡田 友美273 オカダ トモミ 大阪府

2時間11分18秒34 藤崎 美佐子201 フジサキ ミサコ 大阪府

2時間11分43秒35 菊川 ひかり256 キクカワ ヒカリ 三重県

2時間12分22秒36 平澤 瑞生276 ヒラサワ ミズキ 兵庫県

2時間13分10秒37 土井 美佐子226 ドイ ミサコ 兵庫県

2時間13分22秒38 山崎 芽衣子253 ヤマサキ メイコ 兵庫県

2時間13分33秒39 清水 昭子240 シミズ アキコ 大阪府

2時間15分37秒40 斉藤 智子274 サイトウ トモコ 大阪府

2時間15分52秒41 長岡 康子263 ナガオカ ヤスコ 奈良県

2時間15分53秒42 東 佑里恵270 ヒガシ ユリエ 兵庫県

2時間15分54秒43 牧瀬 梨恵269 マキセ リエ 兵庫県

2時間16分36秒44 東 友子241 アズマ トモコ 兵庫県

2時間16分45秒45 辻 弘子239 ツジ ヒロコ 大阪府

2時間17分16秒46 瀧澤 みどり236 タキザワ ミドリ 兵庫県

2時間17分18秒47 中務 飛鳥278 ナカツカ アスカ 大阪府

2時間17分28秒48 太田 邦子249 オオタ クニコ 徳島県

2時間17分47秒49 土井 佐季225 ドイ サキ 兵庫県

2時間18分40秒50 櫻井 理恵子272 サクライ リエコ 大阪府

チーム・ゼロ　実行委員会
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2時間19分01秒51 浅海 寛子258 アサウミ ヒロコ 兵庫県

2時間19分21秒52 青木 香代233 アオキ カヨ 兵庫県

2時間19分23秒53 藤田　由美277 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ

2時間20分40秒54 永井 久美子224 ナガイ クミコ 京都府

2時間21分10秒55 森本 明子215 モリモト アキコ 兵庫県

2時間21分13秒56 中本 真梨奈267 ナカモト マリナ 兵庫県

2時間25分09秒57 小林 愛250 コバヤシ アイ 滋賀県

2時間27分11秒58 倉田 奈々子262 クラタ ナナコ 大阪府

2時間27分37秒59 村田 友子203 ムラタ トモコ 大阪府

2時間27分39秒60 新井 佳奈子211 アライ カナコ 大阪府

2時間28分49秒61 神戸 ひろ美271 カンベ ヒロミ 大阪府

2時間29分22秒62 高口 みつる222 コウグチ ミツル 大阪府

2時間29分46秒63 細川 明香230 ホソカワ アスカ 兵庫県

2時間29分46秒64 魚里 怜那231 ウオザト レイナ 兵庫県

2時間30分30秒65 藤田 一華255 フジタ イツカ 大阪府

2時間30分46秒66 大島　亜弓281 ｵｵｼﾏ ｱﾕﾐ

2時間35分24秒67 柳 陽子275 ヤナギ ヨウコ 大阪府

2時間38分23秒68 近藤 真由美204 コンドウ マユミ 京都府

2時間39分38秒69 渋谷 佐和子221 シブタニ サワコ 兵庫県

2時間53分32秒70 川上 里美235 カワカミ サトミ 大阪府

2時間56分29秒71 西山 こころ243 ニシヤマ ココロ 大阪府

3時間01分03秒72 塚木 麻理恵266 ツカギ マリエ 兵庫県

チーム・ゼロ　実行委員会


