
- 春の舞洲ＲＵＮ祭り2015！海、花、フードで健康1番！ -

10km　女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2015/5/17

スタート： 10:30:00

会場: 舞洲ドックランウォーキング内

主催: チーム・ゼロ

50分05秒1 田路 理江219 トウジ リエ

52分47秒2 中村 友美299 ナカムラ トモミ

53分35秒3 遠嶋　桃子321 トオジマ　モモコ

53分58秒4 鈴木 佳映子210 スズキ カエコ

54分23秒5 芦田　悠325 ｱｼﾀﾞﾊﾙｶ

55分05秒6 神庭 和美212 カンバ カズミ

55分31秒7 淺原 奈津子301 アサハラ ナツコ

55分51秒8 大石 紀子203 オオイシ ノリコ

55分58秒9 片岡 久美246 カタオカ クミ

56分09秒10 渡辺 満穂218 ワタナベ ミツホ

56分58秒11 吉川　比奈子324 ﾖｼｶﾜﾋﾅｺ

57分17秒12 神田 いづみ268 カンダ イヅミ

57分18秒13 生嶋 雅美217 イクシマ マサミ

57分45秒14 大下 真弓255 オオシタ マユミ

57分56秒15 笹倉 芳子236 ササクラ ヨシコ

58分40秒16 樋口 和葉275 ヒグチ カズハ

58分54秒17 金築 真由美304 カネツキ マユミ

59分13秒18 岡田 裕子254 オカダ ユウコ

59分39秒19 大段 千景201 オオダン チカゲ

59分41秒20 藤井 滋子279 フジイ シゲコ

59分59秒21 大堂 尚子323 ダイドウ　ナオコ

1時間00分39秒22 下田 智里256 シモダ チサト

1時間00分40秒23 羽瀬 まき211 ハセ マキ

1時間01分22秒24 中沢 都242 ナカザワ ミヤコ

1時間01分32秒25 堀井 千代世237 ホリイ チヨセ

1時間01分41秒26 丸井 結香306 マルイ ユカ

1時間02分01秒27 岩田 礼子215 イワタ レイコ

1時間02分22秒28 西山 乃里子245 ニシヤマ ノリコ

1時間02分22秒29 福永 智美231 フクナガ トモミ

1時間02分22秒30 萩原 愛232 ハギワラ アイ

1時間02分37秒31 福本 小百合233 フクモト サユリ

1時間02分44秒32 加藤 祥子320 カトウ サチコ

1時間02分58秒33 脇元　尚子322 ワキモト　ヒサコ

1時間03分03秒34 辻 佳恵296 ツジ ヨシエ

1時間03分25秒35 川島 礼子247 カワシマ レイコ

1時間03分32秒36 鳴尾 麻子269 ナルオ アサコ

1時間03分43秒37 豊田 眞理子243 トヨダ マリコ

1時間03分51秒38 龍見 友香239 タツミ ユカ

1時間03分57秒39 藤原 千裕307 フジワラ チヒロ

1時間04分18秒40 田中 信子258 タナカ ノブコ

1時間04分25秒41 小松 ルミ子259 コマツ ルミコ

1時間04分43秒42 西本 優子222 ニシモト ユウコ

1時間05分06秒43 田中 和美221 タナカ カズミ

1時間05分25秒44 原 和美230 ハラ カズミ

1時間05分43秒45 藤本 有紀240 フジモト ユキ

1時間06分11秒46 河野 裕衣288 コウノ ユイ

1時間06分30秒47 辻 知代253 ツジ トモヨ

1時間06分33秒48 松井 慶子235 マツイ ケイコ

1時間06分48秒49 山内 五月271 ヤマウチ サツキ

1時間07分22秒50 後藤 さやか284 ゴトウ サヤカ

TEAM▲ZERO
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1時間07分33秒51 皆川 彩289 ミナガワ アヤ

1時間07分35秒52 森 悠美香252 モリ ユミカ

1時間08分02秒53 武本 二三代282 タケモト フミヨ

1時間08分03秒54 立田 愛317 タテダ アイ

1時間08分26秒55 山田 るり子298 ヤマダ ルリコ

1時間08分27秒56 冬木 弥寿子265 フユキ ヤスコ

1時間08分33秒57 藁粥 寿美恵229 ワラカユ スミエ

1時間08分41秒58 森山 環菜278 モリヤマ カンナ

1時間08分46秒59 鈴木 奈緒美302 スズキ ナオミ

1時間09分08秒60 星野 友里273 ホシノ ユリ

1時間09分14秒61 堀内 節子266 ホリウチ セツコ

1時間09分49秒62 野口 仁美309 ノグチ ヒトミ

1時間10分13秒63 池崎 さやか251 イケザキ サヤカ

1時間10分23秒64 川端 淳美290 カワバタ アツミ

1時間10分34秒65 矢野 公美子226 ヤノ クミコ

1時間10分51秒66 風早 智美264 カザハヤ トモミ

1時間10分53秒67 今村 愛子202 イマムラ アイコ

1時間11分04秒68 尾﨑 真弓238 オザキ マユミ

1時間11分32秒69 七瀬 舞287 ナナセ マイ

1時間11分36秒70 松本 尚子312 マツモト ナオコ

1時間11分50秒71 田村 皐272 タムラ サツキ

1時間11分58秒72 竹内 ひとみ214 タケウチ ヒトミ

1時間12分01秒73 三浦 由華310 ミウラ ユカ

1時間12分40秒74 片岡 良公216 カタオカ ヨシコ

1時間12分40秒75 佐藤 真由美204 サトウ マユミ

1時間12分53秒76 田坂 淳子257 タサカ アツコ

1時間13分03秒77 谷水 夕紀297 タニミズ ユウキ

1時間13分11秒78 小松 美紀241 コマツ ミキ

1時間13分12秒79 藤田 咲絵316 フジタ サキエ

1時間13分25秒80 安藤 令子206 アンドウ レイコ

1時間13分25秒81 堀留 麻美277 ホリドメ アサミ

1時間13分27秒82 木村 智美274 キムラ トモミ

1時間13分37秒83 山本 美佐子228 ヤマモト ミサコ

1時間13分44秒84 桑原 冴佳286 クワバラ サエカ

1時間14分10秒85 細井 公美子319 ホソイ クミコ

1時間15分18秒86 堀家 由起子248 ホリケ ユキコ

1時間15分20秒87 森田 侑加313 モリタ ユカ

1時間16分06秒88 新熊 加代220 シンクマ カヨ

1時間16分06秒89 平野 恵子263 ヒラノ ケイコ

1時間16分29秒90 多和 美幸291 タワ ミユキ

1時間17分20秒91 西口 絵理285 ニシグチ エリ

1時間18分23秒92 武本 真生子281 タケモト マキコ

1時間19分14秒93 垣内 由伊205 カキウチ ユイ

1時間19分52秒94 川波 春奈311 カワナミ ハルナ

1時間20分12秒95 高木 加菜子318 タカギ カナコ

1時間20分20秒96 今井 美穂283 イマイ ミホ

1時間20分29秒97 高橋 千佳209 タカハシ チカ

1時間20分40秒98 田中 里沙294 タナカ リサ

1時間20分40秒99 山城 綾香292 ヤマシロ アヤカ

1時間20分40秒100 浅井 恵津子234 アサイ エツコ
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1時間21分41秒101 松本 恵里那303 マツモト エリナ

1時間22分20秒102 田中 菜央315 タナカ ナオ

1時間22分20秒103 山野 清佳314 ヤマノ サヤカ

1時間22分54秒104 濱田 祐子207 ハマダ ユウコ

1時間22分54秒105 谷垣 智美225 タニガキ サトミ

1時間22分54秒106 千草 幹子227 チグサ ミキコ

1時間27分07秒107 森島 美樹249 モリシマ ミキ

1時間28分10秒108 岩上 樺月280 イワガミ カヅキ

1時間28分10秒109 塩見 朋子250 シオミ トモコ

1時間31分14秒110 豊嶋 千尋267 トヨシマ チヒロ

1時間32分24秒111 岸上 静枝261 キシウエ シズエ

1時間32分24秒112 中山 美千恵262 ナカヤマ ミチエ

1時間35分22秒113 矢野 裕絵293 ヤノ ヒロエ

1時間36分37秒114 佐田 菜穂子276 サタ ナホコ

TEAM▲ZERO


