
◆個人ランキング（女子）◆

順位 軍 氏名 チーム名

距離（km）

東軍にはボーナスマイル

(2.4km加算）
1 東軍 佐藤 恵里 165.43

2 西軍 森 桐子 114.47

3 西軍 廣田 史恵 101.61

4 東軍 山口 みゆき 72.65

5 東軍 川井 友美 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち 67.82

6 東軍 清水 美栄子 鴻巣たのしく走る会Ｃ 66.34

7 西軍 稲冨 日奈子 セレッソ大阪ＲＣ風 66.07

8 西軍 古賀 貴美子 60.66

9 東軍 馬渡 智子 FMRC 57.16

10 東軍 高橋 智美 ミニケルとウルトラなみんチャレ仲間たち 55.56

11 東軍 深堀 由美 ナイスおっさん（ＲＫＹ） 51.24

12 西軍 山内 千春 セレッソ大阪ＲＣ舞 50.11

13 東軍 伊藤 千恵 #ともトレ Team Muscle 49.33

14 東軍 木村 泉穂 オートバックスランニング部 48.68

15 東軍 高橋 ちえ子 チームきよはる 46.57

16 東軍 松村 百合乃 鴻巣楽しく走る会A 45.83

17 西軍 川上 啓子 ＨＲＲ２ 44.42

18 西軍 宮原 由宇 ドルフィンズ 43.55

19 東軍 和田 智恵子 鴻巣たのしく走る会Ｂ 43.37

20 東軍 吉田 有花 非公式青髭男ｄｉｓｍ 42.98

21 東軍 木山 理江 セレッソ大阪ＲＣ舞 41.64

22 東軍 増山 祐子 らんらんサリーちゃん 40.02

23 東軍 田澤 孝枝 鴻巣たのしく走る会Ｃ 40.02

24 東軍 鈴木 彩子 ＨＲＲ１ 37.59

25 西軍 喜多村 祐里 ニコニコランニング2020 36.39

26 東軍 山崎 唯 らんらんサリーちゃん 36.37

27 西軍 高木 瑞季 宝塚病院 35.89

28 西軍 岡 佳保里 ブルーミングM 35.33

29 西軍 菅沼 峰子 てつネコ 33.66

30 西軍 梶谷 智子 超・追い風にのる！ 32.75

31 西軍 鈴木 有紗 宝塚病院 30.63

32 東軍 佐藤 智子 #ともトレ Team Run 29.54

33 東軍 楠見 尚子 ダルシム 27.41

34 西軍 松本 直子 セレッソ大阪ＲＣ舞 26.70

35 西軍 山田 敦子 追い風にのる！ 26.22

36 西軍 後藤 恵美子 追い風にのる！ 26.07

37 西軍 兼澤 直子 ブルーミングＢ 25.45

38 東軍 宮内 和 DANGANS 24.84

39 東軍 恒任 知紗 コロ対東軍チーム人生はネコ 24.01

40 東軍 野嶽 千春 らんらんサリーちゃん 23.36

41 東軍 森田 幸子 ブルーミングＢ 23.14



42 西軍 西田 文江 ブルーミングＡ 22.11



順位 軍 氏名 チーム名

距離（km）

東軍にはボーナスマイル

(2.4km加算）
43 東軍 弥富 理佳 びまりあ 21.79

44 東軍 菊間 真智子 鴻巣たのしく走る会Ｃ 21.23

45 東軍 藤岡 智子 #ともトレ Team Muscle 20.24

46 西軍 岸本 祥子 ブルーミングM 19.15

47 西軍 英賀 彩子 ブルーミングＡ 18.45

48 西軍 佐藤 薫 ブルーミングＢ 17.64

49 東軍 小嶋 維子 びまりあ 16.06

50 東軍 柏原 陽子 #ともトレ Team Challenge 16.02

51 西軍 萩原 まゆみ チーム0155 15.79

52 西軍 橋本 律子 チーム0155 15.78

53 西軍 田北 暁子 セレッソ大阪ＲＣ風 14.30

54 東軍 富川 美由紀 DANGANS 13.12

55 西軍 家村 典子 びまりあ 12.94

56 西軍 宮内 厚子 DANGANS 12.69

57 西軍 葛野 恵子 セレッソ大阪ＲＣ狼 12.05

58 西軍 小林 典子 パソコープ 11.39

59 東軍 佐野 未来 #ともトレ Team Run 10.82

60 西軍 大谷 紗友理 コロナウィルス撲滅対策本部西軍 10.80

61 東軍 山田 真梨子 コロ対東軍チーム人生はネコ 10.57

62 東軍 小山田 晴津子 10.49

63 西軍 芹ヶ野 涼香 チームR1 9.25

64 東軍 吉成 優子 #ともトレ Team Challenge 9.14

65 西軍 石田 愛 ダルシム 6.85

66 西軍 瀧口 佳子 超・追い風にのる！ 6.22

67 東軍 高橋 典代 6.03

68 西軍 堺 智子 びまりあ 5.17

69 西軍 前江 杏香 MAX元川 4.57

70 東軍 寺田 尚代 3.21

71 西軍 平松 佳恵  ✝︎漆黒ノ翼〜Wings〜 ✝︎ 3.07


