
- 神戸ﾜｲﾅﾘｰでｻﾝｾｯﾄRUN!～盛夏で特盛の代謝番長編～ -

9.1km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/6/29

スタート： 17:00:00

会場: 神戸ワイナリー（農業公園）

主催: TEAM・ゼロ

37分28秒1 田畑 悠子438 タバタ ユウコ

40分49秒2 大谷 知夏410 オオタニ チナツ

44分25秒3 杉田 和代429 スギタ カズヨ

45分02秒4 山内 真理子467 ヤマウチ マリコ

45分25秒5 山本 弘美472 ヤマモト ヒロミ

45分48秒6 中本 愛美447 ナカモト マナミ

45分56秒7 井上 香里404 イノウエ カオリ

46分33秒8 太田 新菜408 オオタ ニイナ

46分52秒9 田中 祐紀437 タナカ ユキ

47分44秒10 冨田 由紀子440 トミタ ユキコ

48分17秒11 梶川 幹和子414 カジカワ カヨコ

48分44秒12 公盛 紗貴子423 コウモリ サキコ

49分47秒13 中川 奈美442 ナカガワ ナミ

50分38秒14 中熊 啓子443 ナカクマ ケイコ

51分45秒15 太田 唯409 オオタ ユイ

51分55秒16 塩飽  朋子428 シュアク　トモコ

52分55秒17 中村 由起子446 ナカムラ ユキコ

52分59秒18 高田 淳子432 タカタ アツコ

53分12秒19 大堂 尚子430 ダイドウ　ナオコ

54分16秒20 松本 志歩460 マツモト シホ

55分13秒21 久保田 茂実421 クボタ シゲミ

56分30秒22 中島 美知子444 ナカジマ ミチコ

56分33秒23 平本 吏絵453 ヒラモト リエ

57分28秒24 羽尻 かおり449 ハジリ カオリ

57分57秒25 山下 泰子469 ヤマシタ ヤスコ

58分36秒26 岸 みずほ418 キシ ミズホ

58分37秒27 吉田 香澄473 ヨシダ カスミ

58分39秒28 島田 正美427 シマダ マサミ

58分45秒29 中尾 桃子441 ナカオ モモコ

59分11秒30 青井 浩美401 アオイ ヒロミ

59分29秒31 本郷 けい子456 ホンゴウ ケイコ

1時間00分09秒32 東良 佳代子451 ヒガシラ カヨコ

1時間00分21秒33 高木 美保子431 タカギ ミホコ

1時間00分38秒34 山本 紗記子471 ヤマモト サキコ

1時間00分59秒35 中村 やまみ445 ナカムラ ヤマミ

1時間01分14秒36 田渕 美代子439 タブチ ミヨコ

1時間01分31秒37 吉野 さおり475 ヨシノ サオリ

1時間01分40秒38 矢野 幸江465 ヤノ ユキエ

1時間01分46秒39 峯岸 智恵子462 ミネギシ チエコ

1時間02分01秒40 桑山 光422 クワヤマ ヒロイ

1時間02分33秒41 稲垣 直子403 イナガキ ナオコ

1時間02分36秒42 平井 槙452 ヒライ マキ

1時間02分45秒43 吉田 麻衣474 ヨシダ マイ

1時間02分55秒44 森本 真由463 モリモト マユ

1時間03分06秒45 小笠原 佳子412 オガサワラ ヨシコ

1時間04分06秒46 若松　佐知子476 ワカマツ　サチコ

1時間04分20秒47 田中 麻貴436 タナカ マキ

1時間04分32秒48 山中 遥470 ヤマナカ ハルカ

1時間04分38秒49 春 三乃450 ハル ミツノ

1時間05分19秒50 藤原 理恵455 フジワラ リエ

TEAM▲ZERO
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1時間07分06秒51 茂川 あゆみ426 シゲカワ アユミ

1時間08分22秒52 本間　沙央里457 ホンマ　サオリ

1時間08分42秒53 三浦 絵梨花461 ミウラ エリカ

1時間09分24秒54 北村 恵美子420 キタムラ エミコ

1時間10分24秒55 舛田 文子458 マスダ アヤコ

1時間12分42秒56 武田 由美子434 タケダ ユミコ

1時間14分52秒57 山内 惠子466 ヤマウチ サトコ

1時間15分13秒58 井上 こず江405 イノウエ コズエ

1時間15分29秒59 河原 早百合417 カワハラ サユリ

1時間16分30秒60 西田 昭絵448 ニシダ アキエ

1時間16分51秒61 礒田 裕佳理402 イソダ ユカリ

1時間43分18秒62 町野 文代459 マチノ フミヨ

TEAM▲ZERO


