
- 第4回春の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

 2017/5/14

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

41分34秒1 永長 佐智子305 エイナガ サチコ 兵庫県

46分25秒2 木下 早苗313 キノシタ サナエ 兵庫県

47分37秒3 加藤 京和310 カトウ キョウカ 東京都

48分51秒4 杉橋 早苗324 スギハシ サナエ 大阪府

50分25秒5 前川 晴子352 マエカワ ハルコ 大阪府

52分20秒6 塩飽朋子323 シュアク　トモコ 兵庫県

53分03秒7 吉本 有子372 ヨシモト ユウコ 兵庫県

53分04秒8 生嶋 雅美302 イクシマ マサミ 大阪府

53分16秒9 西川 繭美340 ニシカワ マユミ 兵庫県

54分43秒10 大堂 尚子326 ダイドウ　ナオコ 兵庫県

55分46秒11 宮地 佳苗358 ミヤジ　　 兵庫県

57分28秒12 若原 知美373 ワカハラ トモミ 大阪府

57分35秒13 脇元　尚子374 ワキモト　ヒサコ 兵庫県

58分08秒14 和田 純佳375 ワダ ジュンカ 大阪府

58分50秒15 畑中 有希344 ハタナカ ユキ 大阪府

59分04秒16 森宗 尚美362 モリムネ ナオミ 兵庫県

59分06秒17 中島 えりこ332 ナカジマ エリコ 京都府

59分23秒18 吹留 奈緒美347 フキドメ ナオミ 兵庫県

59分23秒19 小泉 あや316 コイズミ アヤ 大阪府

59分24秒20 中村 和子336 ナカムラ カズコ 兵庫県

59分57秒21 松本 祥子355 マツモト ショウコ 徳島県

1時間00分55秒22 芦田 郁実301 アシダ イクミ 大阪府

1時間00分57秒23 橋本 直子343 ハシモト ナオコ 兵庫県

1時間01分26秒24 播磨 紀子345 ハリマ ノリコ 大阪府

1時間01分33秒25 山田 美幸367 ヤマダ ミユキ 兵庫県

1時間01分34秒26 小林 千夏320 コバヤシ チナツ 兵庫県

1時間01分39秒27 山内 梨香子364 ヤマウチ リカコ 兵庫県

1時間01分59秒28 石井 リカ303 イシイ リカ 兵庫県

1時間02分05秒29 西田 妙子341 ニシダ タエコ 兵庫県

1時間02分07秒30 光岡 麻衣子357 ミツオカ マイコ 大阪府

1時間03分05秒31 山田 道子366 ヤマダ ミチコ 奈良県

1時間03分07秒32 栗原 由利子315 クリハラ ユリコ 兵庫県

1時間03分25秒33 中島 なぎさ333 ナカジマ ナギサ 京都府

1時間03分44秒34 後藤 智亜希318 ゴトウ チアキ 大阪府

1時間04分20秒35 佐藤 諭香322 サトウ ユカ 大阪府

1時間04分35秒36 山本 聡子369 ヤマモト サトコ 兵庫県

1時間04分44秒37 藤本 麻瑚350 フジモト マコ 兵庫県

1時間04分56秒38 吉田 麻美371 ヨシダ アサミ 大阪府

1時間04分56秒39 橋口 恵利子342 ハシグチ エリコ 大阪府

1時間05分16秒40 宮本 亜由美359 ミヤモト アユミ 大阪府

1時間05分20秒41 大房 恵308 オオフサ メグミ 兵庫県

1時間05分30秒42 佐竹 智子321 サタケ トモコ 大阪府

1時間05分44秒43 三谷 可奈子356 ミタニ カナコ 香川県

1時間05分57秒44 遠藤 昌代306 エンドウ マサヨ 大阪府

1時間06分24秒45 中山 嘉緒理338 ナカヤマ カオリ 大阪府

1時間06分56秒46 狐嶋 和美317 コジマ カズミ 兵庫県

1時間06分58秒47 牧田 千夏353 マキタ チナツ 兵庫県

1時間07分00秒48 小畑 奈々309 オバタ ナナ 兵庫県

1時間07分28秒49 森田 千絵361 モリタ チエ 大阪府

1時間07分59秒50 藤岡 啓子349 フジオカ ケイコ 大阪府

Team▲ZERO
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1時間08分11秒51 鈴木 裕子325 スズキ ユウコ 兵庫県

1時間08分26秒52 橘 里子329 タチバナ サトコ 兵庫県

1時間08分54秒53 山本 裕美370 ヤマモト ヒロミ 兵庫県

1時間08分57秒54 福島 恵348 フクシマ メグミ 兵庫県

1時間09分21秒55 室谷　彩子360 ムロヤ　アヤコ

1時間10分35秒56 中矢 慶子337 ナカヤ ケイコ 大阪府

1時間10分40秒57 瓜生田 真有304 ウリウダ マユ 兵庫県

1時間11分30秒58 大高 美幸307 オオタカ ミユキ 奈良県

1時間11分57秒59 中西 博子335 ナカニシ ヒロコ 大阪府

1時間12分32秒60 松浦 文奈354 マツウラ アヤナ 大阪府

1時間15分02秒61 都倉 順子331 トクラ ジュンコ 兵庫県

1時間15分59秒62 平澤 瑠美346 ヒラサワ ルミ 大阪府

1時間16分23秒63 中田 早苗334 ナカタ サナエ 兵庫県

1時間16分34秒64 山田 智彩子365 ヤマダ チサコ 大阪府

1時間18分30秒65 高野 久仁子328 タカノ クニコ 滋賀県

1時間18分30秒66 高野 夏帆327 タカノ カホ 滋賀県

1時間18分57秒67 木場 久美子319 コバ クミコ 兵庫県

1時間20分23秒68 星山 圭子351 ホシヤマ ケイコ 大阪府

1時間20分59秒69 森本 明子363 モリモト アキコ 兵庫県

1時間34分09秒70 西尾 美紀339 ニシオ ミキ 兵庫県

Team▲ZERO


