
- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -

10km　女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/5/15

スタート： 10:30:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

42分20秒1 藤岡 奈央子310 フジオカ ナオコ

45分28秒2 庄子 和代218 ショウジ カズヨ

47分17秒3 浅井 留美子260 アサイ ルミコ

49分15秒4 大畠 ひろ216 オオハタ ヒロ

51分22秒5 木村 真理221 キムラ マリ

52分44秒6 尾崎 美可213 オザキ ミカ

53分21秒7 山下 明恵280 ヤマシタ アキエ

53分29秒8 松本 恵実321 マツモト メグミ

53分47秒9 日高 美和259 ヒダカ ミワ

53分59秒10 中島 永美子210 ナカジマ エミコ

53分59秒11 中村 文香284 ナカムラ フミカ

54分52秒12 南野 静香301 ミナミノ シズカ

54分54秒13 木田あずさ331 キダ　アズサ

55分33秒14 生嶋 雅美225 イクシマ マサミ

56分10秒15 内山 美鈴207 ウチヤマ ミスズ

56分24秒16 窪川 智子268 クボカワ トモコ

56分42秒17 小坂 桃子307 コサカ モモコ

57分09秒18 倉本 かな299 クラモト カナ

57分11秒19 田坪 美香275 タツボ ミカ

57分20秒20 松下 美那269 マツシタ ミナ

57分44秒21 尾形 美穂314 オガタ ミホ

57分50秒22 吉本 有子278 ヨシモト ユウコ

58分56秒23 古宅 直美297 フルタク ナオミ

59分25秒24 近藤 妙子205 コンドウ タエコ

59分48秒25 脇元　尚子330 ワキモト　ヒサコ

1時間00分15秒26 礒田 彩花261 イソダ アヤカ

1時間00分20秒27 大倉 由依234 オオクラ ユイ

1時間00分22秒28 田中 和美230 タナカ カズミ

1時間00分24秒29 藤原 亜紀245 フジワラ アキ

1時間00分39秒30 小林　美穂326 コバヤシ　ミホ

1時間00分54秒31 石川 美結花311 イシカワ ミユカ

1時間01分15秒32 河内 佳澄258 カワウチ カスミ

1時間01分22秒33 木田 すぎな286 キダ スギナ

1時間01分35秒34 足立 祥美253 アダチ ヨシミ

1時間01分45秒35 堀田 妙子273 ホッタ タエコ

1時間01分57秒36 大堂　尚子329 ダイドウ　ナオコ

1時間02分33秒37 豊田 佳代255 トヨダ カヨ

1時間03分14秒38 大吉 真悠256 オオヨシ マユ

1時間03分45秒39 片岡 良公222 カタオカ ヨシコ

1時間04分07秒40 大久保 久子219 オオクボ ヒサコ

1時間04分11秒41 畑 宏美236 ハタ ヒロミ

1時間04分23秒42 青山 惟300 アオヤマ ユイ

1時間04分24秒43 堀 沙絵子298 ホリ サエコ

1時間04分24秒44 向井 亜季274 ムカイ アキ

1時間04分43秒45 山田 幸奈285 ヤマダ ミナ

1時間04分47秒46 渡部 聖恵296 ワタナベ キヨエ

1時間04分49秒47 島田 奈央305 シマダ ナオ

1時間05分02秒48 飯尾 彩佳246 イイオ アヤカ

1時間05分43秒49 岡本 かや乃235 オカモト カヤノ

1時間05分48秒50 水本 三鶴266 ミズモト ミツル
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1時間05分51秒51 中村 雛希293 ナカムラ ヒナキ

1時間05分53秒52 杉中 佑実238 スギナカ ユミ

1時間06分03秒53 岡村 彩香318 オカムラ アヤカ

1時間06分05秒54 山並 美千子212 ヤマナミ ミチコ

1時間06分08秒55 大山 真弓206 オオヤマ マユミ

1時間06分15秒56 高野 智子224 タカノ トモコ

1時間06分52秒57 岸本 礼佳289 キシモト アヤカ

1時間06分53秒58 寺川 舞265 テラカワ マイ

1時間06分56秒59 児玉 佳子242 コダマ ヨシコ

1時間07分02秒60 和田 友貴子209 ワダ ユキコ

1時間07分06秒61 佐藤 梓239 サトウ アズサ

1時間07分07秒62 高木 紗千子249 タカギ サチコ

1時間07分53秒63 佐藤 諭香316 サトウ ユカ

1時間08分27秒64 谷口 紀子313 タニグチ ノリコ

1時間09分01秒65 松中 栄子217 マツナカ エイコ

1時間09分21秒66 河原 多恵子322 カワハラ タエコ

1時間09分21秒67 三村 裕美子277 ミムラ ユミコ

1時間09分35秒68 粟田 広子232 アワタ ヒロコ

1時間09分50秒69 尊田 涼子243 ソンダ リョウコ

1時間09分54秒70 星川 響子202 ホシカワ キョウコ

1時間10分49秒71 西中　有香327 ニシナカ　ユカ

1時間10分53秒72 裏山 えり奈295 ウラヤマ エリナ

1時間11分03秒73 出口 友美288 デグチ トモミ

1時間11分14秒74 生島　栞332 イクシマ　シオリ　

1時間11分20秒75 児玉 尚子271 コダマ ナオコ

1時間11分51秒76 田中　久美328 タナカ　クミ

1時間11分56秒77 水野 優理子233 ミズノ ユリコ

1時間12分16秒78 渡邊 麻美262 ワタナベ アサミ

1時間12分24秒79 妹尾 理郁201 セオ リカ

1時間12分27秒80 小西 聡子227 コニシ サトコ

1時間12分30秒81 平田 幸315 ヒラタ サチ

1時間12分33秒82 高山 侑香里294 タカヤマ ユカリ

1時間12分38秒83 田所 奈津子240 タドコロ ナツコ

1時間12分39秒84 長岡 真由美272 ナガオカ マユミ

1時間12分56秒85 青木 廣子204 アオキ ヒロコ

1時間13分22秒86 大垣 実加231 オオガキ ミカ

1時間13分24秒87 徳岡 夕香228 トクオカ ユカ

1時間13分28秒88 谷口 千絵美308 タニグチ チエミ

1時間13分39秒89 吉田 絵莉306 ヨシダ エリ

1時間13分47秒90 若山 多佳子203 ワカヤマ タカコ

1時間15分22秒91 中原 理佐子276 ナカハラ リサコ

1時間15分42秒92 四元 久美子309 ヨツモト クミコ

1時間15分56秒93 永柳 浩子254 ナガヤナギ ヒロコ

1時間17分52秒94 野呂 美紀267 ノロ ミキ

1時間18分08秒95 金原 悦子317 カネハラ エツコ

1時間18分53秒96 奥本 祐実312 オクモト ヒロミ

1時間18分59秒97 清水 まゆみ226 シミズ マユミ

1時間21分13秒98 竹釆 京子283 タケウネ キョウコ

1時間21分50秒99 金井 和子282 カナイ カズコ

1時間24分14秒100 牧野 晃代303 マキノ アキヨ
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1時間24分23秒101 城後 孝子208 ジョウゴ タカコ

1時間24分46秒102 森川 シマエ252 モリカワ シマエ

1時間24分54秒103 薮内 典子211 ヤブウチ ノリコ

1時間24分55秒104 舛谷 理絵奈323 マスタニ リエナ

1時間25分40秒105 岡 美奈子214 オカ ミナコ

1時間25分40秒106 岡島 江美子215 オカジマ エミコ

1時間26分32秒107 勝亦 真由美324 カツマタ マユミ

1時間26分33秒108 岸上 静枝263 キシウエ シズエ

1時間26分33秒109 中山 美千恵264 ナカヤマ ミチエ

1時間26分38秒110 中山 玲子287 ナカヤマ レイコ

1時間29分59秒111 吉田　友紀325 ヨシダ　ユキ

1時間33分02秒112 津田 なぎさ223 ツダ ナギサ

1時間34分10秒113 冨本 めぐみ304 トミモト メグミ
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