
- 第２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

 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

44分45秒1 福永 真子418 フクナガ マコ 大阪府

45分56秒2 北垣 真里307 キタガキ マリ 兵庫県

47分21秒3 澤渡 亜耶350 サワタリ アヤ 京都府

48分04秒4 新田 典子308 ニッタ ノリコ 兵庫県

48分10秒5 小林 恵子407 コバヤシ ケイコ 兵庫県

48分27秒6 田畑 薫403 タバタ カオル 兵庫県

48分50秒7 稲木 祐子365 イナキ ユウコ 兵庫県

49分04秒8 平元 禎子405 ヒラモト テイコ 兵庫県

49分30秒9 小松 陽子385 コマツ ヨウコ 大阪府

50分00秒10 前河 晴美317 マエカワ ハルミ 兵庫県

50分16秒11 佐々木 美弥336 ササキ ミヤ 大阪府

50分46秒12 呉山 悦子353 クレヤマ エツコ 京都府

51分34秒13 濱田 陽子416 ハマダ ヨウコ 滋賀県

51分37秒14 川前 晃子409 カワマエ アキコ 北海道

51分45秒15 由比濱 美和371 ユイハマ ミワ 鳥取県

51分49秒16 八木 宏美363 ヤギ ヒロミ 兵庫県

52分14秒17 大矢 みなほ337 オオヤ ミナホ 兵庫県

52分32秒18 三坂 智恵370 ミサカ チエ 兵庫県

53分02秒19 菊本 厚子321 キクモト アツコ 兵庫県

53分02秒20 田中 祐紀322 タナカ ユキ 兵庫県

53分25秒21 北村 アキ315 キタムラ アキ 兵庫県

54分09秒22 吹留 奈緒美395 フキドメ ナオミ 兵庫県

54分12秒23 高松 弥生316 タカマツ ヤヨイ 兵庫県

54分48秒24 吉名 真貴子330 ヨシナ マキコ 大阪府

55分22秒25 浜本 喬子372 ハマモト タカコ 兵庫県

55分26秒26 土居 美咲376 ドイ ミサキ 広島県

55分53秒27 土居 愛実377 ドイ マナミ 広島県

55分58秒28 塚口 美由紀382 ツカグチ ミユキ 兵庫県

56分21秒29 鈴木 里香362 スズキ リカ 兵庫県

56分35秒30 澤田 祐佳304 サワダ ユカ 兵庫県

57分15秒31 生嶋 雅美327 イクシマ マサミ 大阪府

57分29秒32 岡本 かや乃355 オカモト カヤノ 京都府

57分34秒33 多賀 星絵399 タガ ホシエ 大阪府

57分42秒34 美崎 さやか302 ミサキ サヤカ 兵庫県

57分59秒35 佐々木 響子351 ササキ キョウコ 大阪府

58分04秒36 西川 景子352 ニシカワ ケイコ 京都府

58分15秒37 星加 由美子361 ホシカ ユミコ 大阪府

58分16秒38 伊藤 麻矢333 イトウ マヤ 兵庫県

58分18秒39 北池 典子396 キタイケ ノリコ 兵庫県

58分24秒40 氏家 桃子373 ウジイエ モモコ 兵庫県

58分41秒41 山崎 由美子301 ヤマサキ ユミコ 大阪府

58分45秒42 藤原 磨理子342 フジワラ マリコ 大阪府

58分49秒43 青木 綾411 アオキ アヤ 兵庫県

59分00秒44 黒﨑 真理子389 クロサキ マリコ 兵庫県

59分18秒45 長井 優子383 ナガイ ユウコ 滋賀県

59分25秒46 大楠 保美404 オオグス ヤスミ 兵庫県

59分58秒47 田邊 友香390 タナベ ユカ 京都府

1時間00分25秒48 松本 しのぶ312 マツモト シノブ 大阪府

1時間00分46秒49 小口 睦子343 コグチ ムツコ 兵庫県

1時間00分51秒50 田村 香織412 タムラ カオリ 兵庫県
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1時間01分36秒51 山本 寛子341 ヤマモト ヒロコ 兵庫県

1時間01分36秒52 山田 奈々340 ヤマダ ナナ 兵庫県

1時間01分37秒53 西門 千聖303 ニシカド チサト 大阪府

1時間01分49秒54 向田 千夏311 ムカイダ チナツ 島根県

1時間02分04秒55 濱田 泰子318 ハマダ ヒロコ 兵庫県

1時間02分13秒56 三好 真央415 ミヨシ マオ 兵庫県

1時間02分36秒57 足立 知佳子338 アダチ チカコ 兵庫県

1時間02分50秒58 小田 真澄393 オダ マスミ 岡山県

1時間04分18秒59 町中 優子347 マチナカ ユウコ 奈良県

1時間04分19秒60 村上 季世346 ムラカミ キヨ 奈良県

1時間04分40秒61 畑 宏美356 ハタ ヒロミ 大阪府

1時間04分44秒62 猪原 理律子359 イハラ リツコ 京都府

1時間04分48秒63 中田 早苗314 ナカダ サナエ 岡山県

1時間04分55秒64 飯干 里美345 イイボシ サトミ 兵庫県

1時間05分11秒65 古市 あゆ339 フルイチ アユ 兵庫県

1時間05分11秒66 花子 恵子326 ハナコ ケイコ 大阪府

1時間05分45秒67 久保 小夜子328 クボ サヨコ 大阪府

1時間05分45秒68 佐藤 葉月329 サトウ ハヅキ 大阪府

1時間05分51秒69 河野 文子348 カワノ アヤコ 兵庫県

1時間05分59秒70 田村 美樹413 タムラ ミキ 兵庫県

1時間06分18秒71 山本 唯401 ヤマモト ユイ 大阪府

1時間06分20秒72 小坂 可奈360 コサカ カナ 兵庫県

1時間06分26秒73 家村 悦子400 イエムラ エツコ 兵庫県

1時間06分29秒74 渡辺 路子324 ワタナベ ミチコ 大阪府

1時間06分33秒75 池田 里美381 イケダ サトミ 兵庫県

1時間06分50秒76 前田 陽子320 マエダ ヨウコ 兵庫県

1時間07分11秒77 木村 宏子306 キムラ ヒロコ 大阪府

1時間07分23秒78 吉田 薫408 ヨシダ カオル 兵庫県

1時間08分07秒79 垣本 彩花364 カキモト アヤカ 大阪府

1時間08分22秒80 森本 佳世375 モリモト カヨ 奈良県

1時間08分30秒81 岡 彩417 オカ アヤ 兵庫県

1時間09分14秒82 松本 雅代402 マツモト マサヨ 兵庫県

1時間09分38秒83 野村 真知子387 ノムラ マチコ 兵庫県

1時間10分43秒84 久保 仙江344 クボ ノリエ 兵庫県

1時間11分28秒85 下津 有加里414 シモツ ユカリ 兵庫県

1時間12分02秒86 村田 洋子410 ムラタ ヨウコ 大阪府

1時間12分25秒87 小笠 裕美子332 オガサ ユミコ 兵庫県

1時間14分07秒88 松本 美奈子379 マツモト ミナコ 兵庫県

1時間14分59秒89 佐藤 利加357 サトウ リカ 兵庫県

1時間15分40秒90 小林 奈津美384 コバヤシ ナツミ 兵庫県

1時間15分40秒91 船曳 紗史378 フナビキ サアヤ 兵庫県

1時間16分08秒92 近野 多佳子380 チカノ タカコ 大阪府

1時間18分03秒93 山口 由起子319 ヤマグチ ユキコ 京都府

1時間18分36秒94 盛上 里美310 モリガミ サトミ 京都府

1時間20分42秒95 大西 恵子313 オオニシ ケイコ 京都府

1時間21分32秒96 金森 恵331 カナモリ メグミ 兵庫県

1時間23分16秒97 林 千恵323 ハヤシ チエ 大阪府

1時間24分13秒98 横田 ひとみ309 ヨコタ ヒトミ 兵庫県

1時間38分28秒99 望月 喜三子335 モチヅキ キミコ 兵庫県
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