
- 第１回ベジタブルでワンダフルRUN！！ -

10km　女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2014/9/15

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

41分53秒1 小川 佳奈227 オガワ カナ

42分06秒2 大野 真由美203 オオノ マユミ

44分58秒3 山本 真紀208 ヤマモト マキ

48分39秒4 宮垣 早希237 ミヤガキ サキ

53分12秒5 森宗 尚美212 モリムネ ナオミ

53分40秒6 樋口　詩織274 ひぐち　しおり

55分14秒7 伊庭 愛美213 イバ マナミ

55分55秒8 株元 麻衣273 カブモト マイ

56分29秒9 関岡 壱美206 セキオカ カズミ

56分39秒10 冨永 麻那美270 トミナガ マナミ

56分46秒11 鈴木 博子201 スズキ ヒロコ

57分04秒12 滝井 千比奈229 タキイ チヒナ

57分06秒13 二宮 昭江209 ニノミヤ アキエ

57分16秒14 長坂 由加理204 ナガサカ ユカリ

57分26秒15 山内 紀子249 ヤマウチ ノリコ

58分11秒16 吉田 香澄271 ヨシダ カスミ

58分16秒17 山内 薫247 ヤマウチ カオル

58分26秒18 緒方 祐子219 オガタ ユウコ

58分43秒19 大倉 由依238 オオクラ ユイ

1時間01分41秒20 島田 リエ257 シマダ リエ

1時間02分07秒21 辻野 朋子211 ツジノ トモコ

1時間02分08秒22 竹内 万智272 タケウチ マチ

1時間02分17秒23 桧 明日香251 ヒノキ アスカ

1時間02分18秒24 溝口 祥代245 ミゾグチ サチヨ

1時間02分38秒25 溝口 政代246 ミゾグチ マサヨ

1時間03分02秒26 千田 ひとみ264 チダ ヒトミ

1時間03分51秒27 大塚 圭子243 オオツカ ケイコ

1時間04分03秒28 山川 薫里217 ヤマカワ カオリ

1時間04分10秒29 門田 幸子256 カドタ サチコ

1時間04分17秒30 吉田 朋子231 ヨシダ トモコ

1時間04分21秒31 森本 有紀子216 モリモト ユキコ

1時間04分23秒32 板井 菜津子215 イタイ ナツコ

1時間04分33秒33 田中 佐有里207 タナカ サユリ

1時間04分40秒34 安孫子 緑240 アビコ ミドリ

1時間05分43秒35 瀨川 愛252 セガワ アイ

1時間05分48秒36 書川 美佳222 カキガワ ミカ

1時間06分03秒37 杉瀬 典子265 スギセ ノリコ

1時間06分08秒38 岡本 典子259 オカモト ノリコ

1時間06分18秒39 豊岡 実穂255 トヨオカ ミホ

1時間06分29秒40 吉岡 佑香233 ヨシオカ ユカ

1時間07分02秒41 沢田 愛子267 サワダ アイコ

1時間07分06秒42 中島 晶子234 ナカシマ アキコ

1時間07分06秒43 上田 美奈261 ウエダ ミナ

1時間07分31秒44 藤井 美里258 フジイ ミサト

1時間07分41秒45 北村 真美263 キタムラ マミ

1時間07分41秒46 小野村 友美262 オノムラ ユミ

1時間07分55秒47 藤田 愛子244 フジタ アイコ

1時間08分05秒48 山田 安左江218 ヤマダ アサエ

1時間09分27秒49 池内 庸子260 イケウチ ヨウコ

1時間09分31秒50 佐賀 沙織250 サガ サオリ
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1時間09分44秒51 辻本 梨世269 ツジモト リヨ

1時間09分48秒52 前田 智香248 マエダ トモカ

1時間09分50秒53 安藤 雅恵226 アンドウ マサエ

1時間12分25秒54 滝井 伶奈230 タキイ レナ

1時間14分19秒55 宮垣 清美236 ミヤガキ キヨミ

1時間14分22秒56 今中 さおり202 イマナカ サオリ

1時間14分33秒57 今村 真由美223 イマムラ マユミ

1時間15分13秒58 西本 裕香268 ニシモト ユカ

1時間16分00秒59 石田 彩241 イシダ アヤ

1時間16分50秒60 山東 香織210 サンドウ カオリ

1時間17分29秒61 小久保 布美子242 コクボ フミコ

1時間17分55秒62 松尾 杏子228 マツオ キョウコ

1時間20分11秒63 服部 香235 ハットリ カオリ

1時間21分23秒64 小笠 裕美子225 オガサ ユミコ

1時間22分00秒65 津嘉山 佳子205 ツカヤマ ヨシコ

1時間22分54秒66 本村 さとみ224 モトムラ サトミ

1時間23分25秒67 毛受 真緒239 メンジュ マオ

1時間40分45秒68 水黒 ふみ221 ミズクロ フミ
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