
- 第3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 地区

 2016/9/11

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

39分55秒1 藤井 千裕147 フジイ チヒロ 京都府

41分46秒2 田畑 悠子135 タバタ ユウコ 兵庫県

42分32秒3 橋本 恵理子142 ハシモト エリコ 兵庫県

44分43秒4 高木ＨＡＮＳＥＮ 由美子129 タカギハンセン ユミコ 兵庫県

48分45秒5 中村 由起子139 ナカムラ ユキコ 兵庫県

52分30秒6 倉谷 美佐子115 クラタニ ミサコ 大阪府

52分35秒7 川人 彩112 カワヒト アヤ 兵庫県

52分39秒8 森宗 尚美161 モリムネ ナオミ 兵庫県

53分03秒9 菊本 厚子113 キクモト アツコ 兵庫県

54分00秒10 中西 和美138 ナカニシ カズミ 兵庫県

55分16秒11 濱田 晶子145 ハマダ アキコ 兵庫県

55分59秒12 山縣 知佳166 ヤマガタ チカ 岡山県

58分00秒13 前田 理花150 マエダ リカ 兵庫県

58分39秒14 岩濱 里江子105 イワハマ リエコ 兵庫県

59分15秒15 真坂 綾151 マサカ アヤ 兵庫県

59分24秒16 矢田 貴子164 ヤタ タカコ 兵庫県

59分53秒17 村瀬 郁子159 ムラセ イクコ 兵庫県

59分57秒18 瀧北 祥子131 タキキタ サチコ 兵庫県

1時間00分37秒19 下枝 歩美125 シモエダ アユミ 大阪府

1時間01分01秒20 前田 陽子149 マエダ ヨウコ 兵庫県

1時間01分18秒21 渡辺 奈々恵175 ワタナベ ナナエ 大阪府

1時間01分29秒22 吉田 瑞穂173 ヨシダ ミズホ 兵庫県

1時間01分40秒23 白嵜 陽子126 シラサキ ヨウコ 大阪府

1時間01分57秒24 松村 舞衣子155 マツムラ マイコ 兵庫県

1時間02分52秒25 宝垣 はるみ130 タカラガキ ハルミ 兵庫県

1時間03分03秒26 吉田 朋子172 ヨシダ トモコ 大阪府

1時間03分13秒27 山田 美幸169 ヤマダ ミユキ 兵庫県

1時間03分38秒28 竹内 幸子132 タケウチ サチコ 兵庫県

1時間03分48秒29 山本 千代170 ヤマモト チヨ 兵庫県

1時間04分16秒30 竹山 彰子133 タケヤマ ショウコ 兵庫県

1時間04分25秒31 山崎 幸子167 ヤマザキ サチコ 兵庫県

1時間04分31秒32 石井 美穂102 イシイ ミホ 徳島県

1時間04分48秒33 若原 知美174 ワカハラ トモミ 大阪府

1時間05分10秒34 安原 智子163 ヤスハラ トモコ 兵庫県

1時間05分13秒35 藤井 純子146 フジイ ジュンコ 兵庫県

1時間05分43秒36 金山 歩111 カナヤマ アユミ 兵庫県

1時間05分45秒37 山内 梨香子165 ヤマウチ リカコ 兵庫県

1時間05分51秒38 黒田 千香子117 クロダ チカコ 兵庫県

1時間06分17秒39 鈴木 雅美127 スズキ マサミ 大阪府

1時間06分27秒40 大岸 優美107 オオギシ ユミ 岡山県

1時間07分43秒41 鶴田 幸奈136 ツルタ ユキナ 大阪府

1時間09分01秒42 小野 佳子109 オノ ヨシコ 奈良県

1時間09分09秒43 上原 千恵106 ウエハラ チエ 大阪府

1時間09分28秒44 見塚 恵美156 ミヅカ メグミ 大阪府

1時間10分35秒45 藤原 美紀148 フジワラ ミキ 兵庫県

1時間10分42秒46 伊藤 里恵103 イトウ リエ 和歌山県

1時間11分41秒47 柴田 あゆみ121 シバタ アユミ 兵庫県

1時間12分33秒48 浜口　京子144 ハマグチ　キョウコ 大阪府

1時間12分56秒49 山田 泉168 ヤマダ イズミ 兵庫県

1時間13分17秒50 中谷 はる菜137 ナカタニ ハルナ 兵庫県

Team▲ZERO
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1時間13分25秒51 松村 恵子154 マツムラ ケイコ 兵庫県

1時間13分43秒52 楠田 友妃菜114 クスダ ユイナ 京都府

1時間13分44秒53 栗田 華奈116 クリタ カナ 大阪府

1時間13分49秒54 尾崎 りさ108 オザキ リサ 京都府

1時間14分30秒55 島﨑 夕子123 シマサキ ユウコ 大阪府

1時間14分30秒56 井本 理絵104 イモト リエ 奈良県

1時間14分41秒57 山本　命171 ヤマモト　ミコト 兵庫県

1時間15分02秒58 柏木 佐予110 カシワギ サヨ 兵庫県

1時間15分03秒59 石井 久美子101 イシイ クミコ 兵庫県

1時間18分58秒60 花田 愛子143 ハナダ アイコ 兵庫県

1時間22分18秒61 鮫島 央海119 サメジマ オウミ 兵庫県

1時間23分26秒62 蓑輪 知香157 ミノワ チカ 京都府

1時間23分26秒63 松原 知世153 マツハラ トモヨ 京都府

1時間50分07秒64 森本 典子162 モリモト ノリコ 兵庫県

Team▲ZERO


