
- 春の舞洲ＲＵＮ祭り2015！海、花、フードで健康1番！ -

20km　女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/5/17

スタート： 12:00:00

会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

1時間36分39秒1 高木ＨＡＮＳＥＮ 由美子612 タカギハンセン ユミコ

1時間52分30秒2 新居 明子618 ニイ アキコ

1時間52分42秒3 出口 貴里加651 デグチ キリカ

1時間54分11秒4 楠山 綾子606 クスヤマ アヤコ

1時間57分28秒5 前田 葵669 マエダ アオイ

1時間57分34秒6 福留 淳子648 フクドメ ジュンコ

1時間58分12秒7 李 玲淳636 リ リョンスン

1時間59分02秒8 松村 裕子628 マツムラ ユウコ

1時間59分27秒9 菊池 樹里660 キクチ ジュリ

2時間01分08秒10 梅澤 香織624 ウメザワ カオリ

2時間02分25秒11 秀野 利沙666 シュウノ リサ

2時間04分06秒12 葉山 美弥子649 ハヤマ ミヤコ

2時間05分07秒13 須田 早都美642 スダ サトミ

2時間05分30秒14 麓 美紀659 フモト ミキ

2時間06分18秒15 中山 史代609 ナカヤマ フミヨ

2時間06分47秒16 玉木 直子616 タマキ ナオコ

2時間08分28秒17 田中 麻衣661 タナカ マイ

2時間08分33秒18 徳田 あずさ656 トクダ アズサ

2時間08分37秒19 篠田 美和641 シノダ ミワ

2時間08分49秒20 長山 明日香639 ナガヤマ アスカ

2時間09分40秒21 小林 多賀子623 コバヤシ タカコ

2時間10分17秒22 岡川 仁子663 オカガワ ヨシコ

2時間10分35秒23 山本 千晶662 ヤマモト チアキ

2時間11分45秒24 古川 福恵630 フルカワ フクエ

2時間13分18秒25 田中 美紀620 タナカ ミキ

2時間15分13秒26 金井 美友634 カナイ ミユ

2時間17分28秒27 丸山 杏奈619 マルヤマ アンナ

2時間18分37秒28 岡田 愛子637 オカダ アイコ

2時間18分54秒29 萱澤 真代672 カヤザワ マサヨ

2時間18分58秒30 北原 麗子650 キタハラ レイコ

2時間18分59秒31 岸田 真弓631 キシダ マユミ

2時間19分04秒32 吉本 里香646 ヨシモト リカ

2時間20分44秒33 中村 絵梨奈657 ナカムラ エリナ

2時間21分24秒34 岡川 友規子664 オカガワ ユキコ

2時間22分09秒35 山崎 弘美653 ヤマサキ ヒロミ

2時間23分25秒36 小沢 深雪647 オザワ ミユキ

2時間23分27秒37 和田 悠紀638 ワダ ユウキ

2時間23分35秒38 恩田 紀代子607 オンダ キヨコ

2時間24分33秒39 川田 美和643 カワダ ミワ

2時間25分55秒40 松田 典子613 マツダ ノリコ

2時間29分24秒41 戸田 恵652 トダ メグミ

2時間31分11秒42 岡本 幸恵633 オカモト サチエ

2時間31分19秒43 井上 奈都季673 イノウエ ナツキ

2時間32分12秒44 井本 理絵627 イモト リエ

2時間32分21秒45 土居 真梨子645 ドイ マリコ

2時間35分00秒46 藤生 藍670 フジウ アイ

2時間36分52秒47 福島 直子605 フクシマ ナオコ

2時間40分23秒48 釘宮 広美608 クギミヤ ヒロミ

2時間41分21秒49 小林 真菜675 コバヤシ　マヤ

2時間42分40秒50 東 敦子615 ヒガシ アツコ

TEAM▲ZERO
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2時間42分44秒51 橋本 万里子625 ハシモト マリコ

2時間42分49秒52 服部 紗千604 ハットリ サチ

2時間43分36秒53 谷川 絵美668 タニガワ エミ

2時間44分06秒54 伊藤 智子629 イトウ トモコ

2時間46分01秒55 島 真梨子640 シマ マリコ

2時間48分10秒56 西川 博代655 ニシカワ ヒロヨ

2時間49分36秒57 本間 康愛626 ホンマ ヤスエ

2時間53分56秒58 市橋 香織665 イチハシ カオリ

2時間55分23秒59 福井 由季644 フクイ ユキ

2時間57分38秒60 島﨑 夕子654 シマサキ ユウコ

3時間02分31秒61 川辺 雅子610 カワベ マサコ

3時間10分47秒62 有村 美津子617 アリムラ ミツコ

TEAM▲ZERO


