
- 第２回　ベーカリーでRUNデブ～♪ -

５ｋｍ　女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2015/11/29

スタート： 10:00:00

会場: ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ　事務局

22分52秒1 片平 千晴162 カタヒラ チハル 兵庫県

23分09秒2 浅田 彩香160 アサダ サヤカ 兵庫県

25分12秒3 蔦本 千尋114 ツタモト チヒロ 兵庫県

25分28秒4 鈴木 夕希子106 スズキ ユキコ 兵庫県

25分53秒5 鈴木 佳映子107 スズキ カエコ 大阪府

26分11秒6 坂口 知子117 サカグチ トモコ 兵庫県

26分14秒7 広瀬 てるみ103 ヒロセ テルミ 京都府

26分23秒8 脇元　尚子177 ワキモト　ナオコ

26分29秒9 田辺 亜紀子136 タナベ アキコ 兵庫県

27分35秒10 齋藤 佳乃130 サイトウ カノ 宮城県

27分55秒11 寄川 千幸104 ヨリカワ チユキ 兵庫県

27分55秒12 東浦 さやか109 ヒガシウラ サヤカ 兵庫県

28分19秒13 勝森 舞流126 カツモリ マイル 大阪府

28分19秒14 今村 結衣125 イマムラ ユイ 兵庫県

28分21秒15 大西 陽春164 オオニシ ヤス 京都府

28分26秒16 桑田 ようこ154 クワタ ヨウコ 大阪府

28分27秒17 宇佐川 花妃147 ウサガワ ハナビ 大阪府

28分30秒18 片平 晴子161 カタヒラ ハルコ 兵庫県

28分31秒19 喜多 しのぶ139 キタ シノブ 兵庫県

28分32秒20 加藤 あずさ145 カトウ アズサ 愛知県

28分39秒21 小谷 知子163 オダニ トモコ 兵庫県

28分46秒22 亀井 由美子142 カメイ ユミコ 大阪府

29分06秒23 名和 理絵129 ナワ リエ 大阪府

29分22秒24 生嶋 栞111 イクシマ シオリ 大阪府

29分24秒25 菅尾　ゆかり176 スガオ　ユカリ

29分38秒26 坪井 裕美121 ツボイ ヒロミ 兵庫県

29分38秒27 宇佐川 彩146 ウサガワ アヤ 大阪府

29分45秒28 屋敷 孝子132 ヤシキ タカコ 兵庫県

29分47秒29 東條 あや118 トウジョウ アヤ 兵庫県

30分48秒30 山本 萌149 ヤマモト メグミ 兵庫県

30分56秒31 嶋尾 貴代116 シマオ タカヨ 兵庫県

31分08秒32 永野 恵梨127 ナガノ エリ 兵庫県

31分09秒33 難波 あゆみ128 ナンバ アユミ 大阪府

31分15秒34 鶴岡 美央141 ツルオカ ミオ 兵庫県

31分39秒35 堀内 静子172 ホリウチ シズコ 大阪府

31分46秒36 望月 陽子115 モチヅキ ヨウコ 兵庫県

31分47秒37 葉山 美和140 ハヤマ ミワ 兵庫県

32分03秒38 安原 喜子112 ヤスハラ ヨシコ 徳島県

32分06秒39 堀池 知世159 ホリイケ チヨ 兵庫県

32分08秒40 相原 妃登美108 アイバラ ヒトミ 兵庫県

32分28秒41 渡邊 奈緒133 ワタナベ ナオ 兵庫県

32分44秒42 川上 彰子150 カワカミ アキコ 兵庫県

32分45秒43 岡井 美郷167 オカイ ミサト 大阪府

32分59秒44 小原 聡子138 オハラ サトコ 大阪府

34分21秒45 菅野 愛子152 スガノ アイコ 兵庫県

34分21秒46 岸本 美由紀148 キシモト ミユキ 兵庫県

35分01秒47 長井 沙也伽134 ナガイ サヤカ 滋賀県

35分15秒48 北川　めぐみ173 キタガワ　メグミ

35分34秒49 田中 ひとみ105 タナカ ヒトミ 兵庫県

35分50秒50 亀渕 友美156 カメブチ トモミ 兵庫県

Team▲ZERO
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35分56秒51 岩永 麻子131 イワナガ アサコ 兵庫県

35分56秒52 高原 かおる168 タカハラ カオル 兵庫県

36分05秒53 坂本 由佳理157 サカモト ユカリ 大阪府

36分05秒54 嶋田 良子158 シマダ リョウコ 大阪府

36分06秒55 中崎 日奈子119 ナカサキ ヒナコ 兵庫県

37分49秒56 小坂 由紀151 コサカ ユキ 兵庫県

38分02秒57 種市 亜希子137 タネイチ アキコ 大阪府

38分03秒58 磯田 紀子165 イソダ ノリコ 兵庫県

38分22秒59 生駒 縁101 イコマ ユカリ 大阪府

38分22秒60 辰巳 知子102 タツミ トモコ 奈良県

38分23秒61 國本 純奈170 クニモト ジュンナ 兵庫県

39分29秒62 柴田 佳奈169 シバタ カナ 兵庫県

39分30秒63 岩野 節子113 イワノ セツコ 徳島県

39分54秒64 飯田 祐子124 イイダ ユウコ 京都府

39分55秒65 猪原 百合枝123 イハラ ユリエ 京都府

40分42秒66 松原 有貴122 マツバラ ユキ 京都府

1時間05分20秒67 木本 あずさ143 キモト アズサ 大阪府

1時間07分02秒68 永本 理恵144 ナガモト リエ 大阪府

Team▲ZERO


