
- 第6回 春のベジタブルでワンダフルRUN！！ -

10km 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/5/3

スタート： 10:00:00

会場: ノエビアスタジアム神戸

主催: ベジタブルでワンダフルRUN実行委員会

39分13秒1 塚本 和美242 ツカモト カズミ 滋賀県

39分59秒2 松浦 真里奈255 マツウラ マリナ 兵庫県

42分43秒3 山口 亜希子265 ヤマグチ アキコ 兵庫県

45分40秒4 杉田 和代230 スギタ カズヨ 兵庫県

46分40秒5 吉田 美樹269 ヨシダ ミキ 大阪府

47分53秒6 長谷川 真子251 ハセガワ マコ 兵庫県

48分03秒7 田中 望美237 タナカ ノゾミ 鳥取県

48分19秒8 高取 亜也子232 タカトリ アヤネ 広島県

49分21秒9 田中 祐紀238 タナカ ユキ 兵庫県

49分27秒10 大野 香織210 オオノ カオリ 兵庫県

50分42秒11 奥村 由美子214 オクムラ ユミコ 京都府

51分08秒12 井用 夏奈206 イヨウ カナ 京都府

51分58秒13 生嶋 雅美202 イクシマ マサミ 大阪府

52分13秒14 小枝 恵利香223 コエダ エリカ 大阪府

53分06秒15 塚村 真衣241 ツカムラ マイ 京都府

53分09秒16 塩飽  朋子228 シュアク　トモコ 兵庫県

54分25秒17 近江 優子212 オオミ ユウコ 大阪府

54分51秒18 吉原 直子270 ヨシハラ ナオコ 大阪府

55分14秒19 平中 麻衣子252 ヒラナカ マイコ 大阪府

55分43秒20 今中 亜津子205 イマナカ アツコ 兵庫県

55分44秒21 脇元　尚子272 ワキモト　ヒサコ 兵庫県

55分54秒22 津山 麻子243 ツヤマ アサコ 大阪府

57分07秒23 多田 裕香236 タダ ユカ 京都府

58分05秒24 田村 美穂239 タムラ ミホ 兵庫県

58分07秒25 滝本 詩歩235 タキモト シホ 兵庫県

58分31秒26 山崎 寧子266 ヤマサキ ヤスコ 三重県

58分35秒27 上嶋 里美207 ウエシマ サトミ 兵庫県

58分56秒28 岸本 千佳代220 キシモト チカヨ 大阪府

59分05秒29 高見 菜穂234 タカミ ナホ 兵庫県

59分33秒30 米 未希子271 ヨネ ミキコ 兵庫県

59分38秒31 土井 弥生245 ドイ ヤヨイ 兵庫県

59分45秒32 平松 喜枝253 ヒラマツ ヨシエ 大阪府

59分51秒33 前田 陽子254 マエダ ヨウコ 兵庫県

1時間00分16秒34 松末 育美257 マツスエ イクミ 兵庫県

1時間00分23秒35 坂下 恵理226 サカシタ エリ 大阪府

1時間00分43秒36 山田 恵子267 ヤマダ ケイコ 京都府

1時間00分49秒37 井上 理恵204 イノウエ リエ 兵庫県

1時間01分31秒38 大畑 美奈子211 オオハタ ミナコ 兵庫県

1時間01分50秒39 児玉 理穂224 コダマ リホ 兵庫県

1時間02分12秒40 佐々木 直美509 ササキ ナオミ 兵庫県

1時間02分36秒41 鍜治 幸子217 カジ サチコ 兵庫県

1時間02分39秒42 寺田 美由紀244 テラダ ミユキ 兵庫県

1時間02分49秒43 津江 啓子240 ツエ ケイコ 大阪府

1時間03分06秒44 泉 翔子203 イズミ ショウコ 大阪府

1時間03分16秒45 小堀 英理225 コボリ エリ 兵庫県

1時間03分28秒46 太田 悦子209 オオタ エツコ 大阪府

1時間03分54秒47 山内 京子264 ヤマウチ キョウコ 京都府

1時間04分02秒48 鳴海 由未249 ナルミ ユミ 兵庫県

1時間04分16秒49 戸口 あゆ美246 トグチ アユミ 兵庫県

1時間05分03秒50 森岡 美恵子262 モリオカ ミエコ 大阪府

Team▲ZERO
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1時間05分04秒51 上續 彩乃208 ウエツギ アヤノ 大阪府

1時間05分09秒52 加藤 弘子218 カトウ ヒロコ 大阪府

1時間05分19秒53 高西 次美233 タカニシ ツグミ 兵庫県

1時間05分25秒54 高谷 江利231 タカタニ エリ 兵庫県

1時間07分02秒55 山本 円268 ヤマモト マドカ 大阪府

1時間07分14秒56 森 智美261 モリ トモミ 兵庫県

1時間07分26秒57 清水 純恵227 シミズ スミエ 兵庫県

1時間07分26秒58 松下 洋子256 マツシタ ヨウコ 兵庫県

1時間08分18秒59 小畑 奈々215 オバタ ナナ 兵庫県

1時間11分26秒60 松田 ひかる258 マツダ ヒカル 兵庫県

1時間11分39秒61 河上 静佳219 カワカミ シズカ 兵庫県

1時間11分49秒62 小礒 美波マリン222 コイソ ミナミマリン 岡山県

1時間15分05秒63 橋本 尚子250 ハシモト ショウコ 兵庫県

1時間17分45秒64 矢崎 千景263 ヤサキ チカゲ 兵庫県

1時間18分32秒65 永田 玲子248 ナガタ レイコ 兵庫県

1時間22分07秒66 織茂 幸子216 オリモ サチコ 長野県

1時間27分00秒67 中田 真美247 ナカタ マミ 兵庫県

Team▲ZERO


