
- 大阪RUNRUNRUN 2019 in 万博記念公園 -

ハーフマラソン 女子
順位 記録 No. 氏名 / チーム名 構成人数

 2019/2/24

スタート： -

会場: 万博記念公園

主催: 株式会社みどり会

1時間31分56秒1 中島　梨夏2011 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 1

1時間42分53秒2 髙橋　佳那2022 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 1

1時間43分44秒3 甲斐　晶子2009 ｶｲ ｼｮｳｺ 1

1時間46分07秒4 武田　久美子2606 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐｺ 1

1時間47分41秒5 鮫島　由加子2408 ｻﾒｼﾏ ﾕｶｺ 1

1時間52分33秒6 奥野　美幸2211 ｵｸﾉ ﾐﾕｷ 1

1時間54分34秒7 田口　祐子2420 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1

1時間55分10秒8 大野　瑞穂2028 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾎ 1

1時間55分58秒9 高嶋　秀子2605 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞｺ 1

1時間56分08秒10 藤田　ゆま2016 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ 1

1時間56分09秒11 山崎　美和子2601 ﾔﾏｻｷ ﾐﾜｺ 1

1時間56分39秒12 大家　美穂子2204 ｵｵﾔ ﾐﾎｺ 1

1時間57分57秒13 宮下　亜希2418 ﾐﾔｼﾀ ｱｷ 1

1時間58分01秒14 田中　滝恵2406 ﾀﾅｶ ﾀｷｴ 1

1時間58分39秒15 五島　真梨子2216 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘｺ 1

1時間58分51秒16 中嶋　咲2033 ﾅｶｼﾏ ｻｷ 1

2時間00分19秒17 西田　美由紀2611 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 1

2時間02分52秒18 田中　秋香2206 ﾀﾅｶ ｱｷｶ 1

2時間03分50秒19 山内　裕美2025 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾐ 1

2時間04分13秒20 北川　里美2612 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 1

2時間05分35秒21 里　芳子2621 ｻﾄ ﾖｼｺ 1

2時間05分40秒22 小山　結美2223 ｺﾔﾏ ﾕｳﾐ 1

2時間06分45秒23 大場　咲衣子2015 ｵｵﾊﾞ ｻｴｺ 1

2時間07分02秒24 北川　綾子2413 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔｺ 1

2時間07分39秒25 三瓶　由香2404 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｶ 1

2時間07分43秒26 山岸　弘子2202 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｺ 1

2時間08分00秒27 笠山　幸栄2004 ｶｻﾔﾏ ﾕｷｴ 1

2時間08分52秒28 木村　あやね2012 ｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 1

2時間09分28秒29 惣崎　純子2620 ｿｳｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 1

2時間10分03秒30 井上　朋2023 ｲﾉｳｴ ﾄﾓ 1

2時間10分25秒31 伊藤　由紀2207 ｲﾄｳ ﾕｷ 1

2時間10分36秒32 白江　公洋2615 ｼﾗｴ ｷﾐﾖ 1

2時間11分20秒33 山内　紀美子2622 ﾔﾏｳﾁ ｷﾐｺ 1

2時間11分37秒34 渡辺　恵里2607 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 1

2時間13分06秒35 上山　恵美子2208 ｳｴﾔﾏ ｴﾐｺ 1

2時間13分08秒36 松葉　美保2617 ﾏﾂﾊﾞ ﾐｵ 1

2時間13分16秒37 福島　直子2610 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｺ 1

2時間13分18秒38 西山　陽子2421 ﾆｼﾔﾏ ﾖｳｺ 1

2時間13分28秒39 冨　美保子2402 ﾄﾐ ﾐﾎｺ 1

2時間13分35秒40 清水　美代2415 ｷﾖﾐｽﾞ ﾐﾖ 1

2時間13分54秒41 井倉　千惠2410 ｲｸﾗ ﾁｴ 1

2時間15分33秒42 高橋　友紀2213 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ 1

2時間15分45秒43 渡辺　ゆかり2618 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 1

2時間16分12秒44 栗原　未央2414 ｸﾘﾊﾗ ﾐｵ 1

2時間16分33秒45 中村　由加利2407 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 1

2時間16分41秒46 田中　敏子2614 ﾀﾅｶ ﾄｼｺ 1

2時間17分11秒47 三浦　早紀子2221 ﾐｳﾗ ｻｷｺ 1

2時間17分44秒48 柴田　理沙2217 ｼﾊﾞﾀ ﾘｻ 1

2時間17分51秒49 森岡　陽菜2027 ﾓﾘｵｶ ﾋﾅ 1

2時間20分07秒50 月本　彩花2036 ﾂｷﾓﾄ ｱﾔｶ 1
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2時間20分39秒51 徳田　智子2220 ﾄｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 1

2時間21分03秒52 中岡　かおる2604 ﾅｶｵｶ ｶｵﾙ 1

2時間21分21秒53 飯田　菜緒子2043 ｲｲﾀﾞ ﾅｵｺ 1

2時間21分21秒54 塚原　実里2032 ﾂｶﾊﾗ ﾐﾉﾘ 1

2時間21分25秒55 上嶋　里美2613 ｳｴｼﾏ ｻﾄﾐ 1

2時間24分19秒56 中山　真維2029 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 1

2時間25分53秒57 渡辺　愛2416 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 1

2時間26分06秒58 高橋　真里奈2205 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 1

2時間26分19秒59 東　万純2040 ﾋｶﾞｼ ﾏｽﾐ 1

2時間27分09秒60 藤村　真帆2024 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｵ 1

2時間27分57秒61 溝口　悠美子2219 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 1

2時間30分31秒62 田中　佑佳2212 ﾀﾅｶ ﾕｶ 1

2時間30分43秒63 大和　七緒2014 ﾔﾏﾄ ﾅﾅｵ 1

2時間30分49秒64 上田　千秋2602 ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ 1

2時間30分54秒65 庄野　美樹2006 ｼｮｳﾉ ﾐｷ 1

2時間31分13秒66 信定　京花2013 ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ｷｮｳｶ 1

2時間31分23秒67 小川　佐和子2201 ｵｶﾞﾜ ｻﾜｺ 1

2時間31分27秒68 森本　悠子2222 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｺ 1

2時間31分40秒69 西村　菜々子2001 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｺ 1

2時間32分14秒70 小倉　容子2419 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 1

2時間33分04秒71 坂下　星満2010 ｻｶｼﾀ ﾎｼﾐ 1

2時間33分25秒72 鈴木　花奈2035 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 1

2時間34分04秒73 西原　花菜2007 ﾆｼﾊﾗ ｶﾅ 1

2時間34分19秒74 野口　瑞希2005 ﾉｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 1

2時間34分27秒75 田村　記子2021 ﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 1

2時間34分30秒76 山本　由美2209 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 1

2時間35分52秒77 黒河　亜紀2037 ｸﾛｶﾜ ｱｷ 1

2時間36分07秒78 地蔵　麻里奈2038 ﾁﾞｿﾞｳ ﾏﾘﾅ 1

2時間36分25秒79 吉澤　麻衣2042 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ 1

2時間37分03秒80 大塚　弘奈2225 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾅ 1

2時間38分39秒81 森　さやか2215 ﾓﾘ ｻﾔｶ 1

2時間38分52秒82 坂本　珠恵2619 ｻｶﾓﾄ ﾀﾏｴ 1

2時間39分01秒83 小林　幸子2608 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 1

2時間40分47秒84 橋本　禄子2210 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｺ 1

2時間41分47秒85 樋田　園子2008 ﾋﾀﾞ ｿﾉｺ 1

2時間42分50秒86 平井　伽奈2030 ﾋﾗｲ ｶﾅ 1
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