
- 第2回　ベジタブルでワンダフルRUN♪ -

２０ｋｍ　女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2015/9/13

スタート： 12:30:00

会場: 兵庫県神戸市　ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ事務局

1時間43分51秒1 山根 千春545 ヤマネ チハル 大阪府

1時間51分59秒2 横道 綾乃568 ヨコミチ アヤノ 京都府

1時間54分14秒3 立石 薫506 タテイシ カオル 兵庫県

1時間56分52秒4 前河 晴美516 マエカワ ハルミ 兵庫県

1時間58分09秒5 西本 有美子504 ニシモト ユミコ 香川県

1時間58分39秒6 坂口 知子528 サカグチ トモコ 兵庫県

1時間58分42秒7 小堀 裕子549 コボリ ユウコ 兵庫県

1時間59分20秒8 中西 由美子525 ナカニシ ユミコ 京都府

1時間59分52秒9 光藤 富美代555 ミツフジ フミヨ 大阪府

2時間00分12秒10 高木 広子518 タカギ ヒロコ 大阪府

2時間02分38秒11 高田 淳子505 タカタ アツコ 兵庫県

2時間03分20秒12 熊切 唯552 クマキリ ユイ 兵庫県

2時間03分38秒13 宮本 綾527 ミヤモト アヤ 兵庫県

2時間05分00秒14 中津 久美502 ナカツ クミ 兵庫県

2時間05分03秒15 柳田 あさみ548 ヤナギダ アサミ 兵庫県

2時間05分22秒16 大西 真美503 オオニシ マミ 兵庫県

2時間07分14秒17 河野 真弓539 カワノ マユミ 東京都

2時間07分34秒18 木村 れい子554 キムラ レイコ 京都府

2時間09分33秒19 上林 理恵565 カミバヤシ リエ 兵庫県

2時間10分38秒20 三戸 美紀512 ミト ミキ 兵庫県

2時間11分15秒21 上村 歩実564 ウエムラ アユミ 兵庫県

2時間11分37秒22 西口 侑里558 ニシグチ ユリ 大阪府

2時間12分05秒23 岩田 弘江550 イワタ ヒロエ 兵庫県

2時間12分22秒24 隅谷 薫543 スミタニ カオル 大阪府

2時間14分13秒25 西 淑美551 ニシ ヨシミ 兵庫県

2時間15分23秒26 数岡 裕美513 カズオカ ユミ 兵庫県

2時間16分04秒27 伊藤 彩奈523 イトウ アヤナ 兵庫県

2時間16分59秒28 岡本 由江507 オカモト ヨシエ 大阪府

2時間18分44秒29 原 早織557 ハラ サオリ 広島県

2時間20分13秒30 鈴木 順子515 スズキ ジュンコ 兵庫県

2時間20分41秒31 村跡 佳津子567 ムラアト カツコ 大阪府

2時間22分27秒32 北山 陽子563 キタヤマ ヨウコ 兵庫県

2時間22分28秒33 後藤 智子538 ゴトウ トモコ 大阪府

2時間23分45秒34 出路 絵理奈561 デジ エリナ 兵庫県

2時間23分52秒35 山本 千穂542 ヤマモト チホ 愛知県

2時間25分00秒36 國友 容子546 クニトモ ヨウコ 京都府

2時間25分27秒37 新田 由賀里509 ニッタ ユカリ 兵庫県

2時間25分47秒38 水原 知子529 ミズハラ トモコ 兵庫県

2時間26分09秒39 吉村 真理子553 ヨシムラ マリコ 奈良県

2時間27分45秒40 小畑 奈々537 オバタ ナナ 兵庫県

2時間28分29秒41 栗林 彩533 クリバヤシ アヤ 京都府

2時間30分06秒42 伊藤 萌532 イトウ モエ 京都府

2時間30分46秒43 岡本 かや乃535 オカモト カヤノ 京都府

2時間32分38秒44 内川 富美子556 ウチカワ フミコ 兵庫県

2時間34分09秒45 森岡 法子508 モリオカ ノリコ 兵庫県

2時間34分25秒46 北野 由紀子541 キタノ ユキコ 大阪府

2時間36分36秒47 里路 洋子566 サトジ ヨウコ 兵庫県

2時間36分57秒48 岡 美希569 オカ ミキ 大阪府

2時間36分58秒49 相原 妃登美517 アイバラ ヒトミ 兵庫県

2時間43分06秒50 菊川 味紀子510 キクカワ ミキコ 大阪府

Team▲ZERO



- 第2回　ベジタブルでワンダフルRUN♪ -

２０ｋｍ　女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2015/9/13

スタート： 12:30:00

会場: 兵庫県神戸市　ノエビア・スタジアム神戸

主催: TEAM・ゼロ事務局

2時間44分00秒51 前野 智裕531 マエノ チヒロ 兵庫県

2時間44分57秒52 安田 真由美521 ヤスダ マユミ 大阪府

2時間49分26秒53 柴田 絵里534 シバタ エリ 京都府

2時間50分13秒54 天野 なつみ571 アマノ ナツミ 兵庫県

2時間51分26秒55 岡 紀江570 オカ ノリエ 徳島県

2時間54分01秒56 甲斐 由記522 カイ ユキ 大阪府

3時間13分46秒57 浅野 友佳子562 アサノ ユカコ 京都府

Team▲ZERO


