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1 1901 神谷 由美子 愛知県 ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄｶﾐﾔ ﾕﾐｺ

2 1902 吉川 ひとみ 愛知県ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾐ

3 1903 岩田 まゆみ 愛知県ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ

4 1904 寺田 章子 長野県ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｺ

5 1905 村本 悦子 愛知県 蒲郡ｸﾗﾌﾞﾑﾗﾓﾄ ｴﾂｺ

6 1906 藤岡 雅子 愛知県ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻｺ

7 1907 木村 玲美 静岡県 TOMORUNｷﾑﾗ ﾅﾙﾐ

8 1908 村本 照美 大阪府ﾑﾗﾓﾄ ﾃﾙﾐ

9 1909 鹿野 美保 愛知県ｶﾉ ﾐﾎ

10 1910 伊東 真智子 愛知県ｲﾄｳ ﾏﾁｺ

11 1911 宮川 ゆかり 愛知県 名城ARCﾐﾔｶﾜ ﾕｶﾘ

12 1912 村上 知恵美 三重県ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ

13 1913 岡田 賀子 愛知県 安城市ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ

14 1914 柴田 美江 愛知県 もちの木RCｼﾊﾞﾀ ﾖｼｴ

15 1915 沓名 香子 愛知県ｸﾂﾅ ｷｮｳｺ

16 1916 梶 いづみ 愛知県ｶｼﾞ ｲﾂﾞﾐ

17 1917 水野 小百合 愛知県ﾐｽﾞﾉ ｻﾕﾘ

18 1918 榊 深潮 静岡県ｻｶｷ ﾐｼｵ

19 1919 阿部 実智代 愛知県ｱﾍﾞ ﾐﾁﾖ

20 1920 山本 由紀 愛知県 ｱｼﾞｱﾝ奈津子ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

21 1921 杉本 陽子 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

22 1922 桜井 裕子 愛知県 ﾁｰﾑぶんしんｻｸﾗｲ ﾕｳｺ

23 1923 須磨 千絵 愛知県ｽﾏ ﾁｴ

24 1924 小﨑 文子 愛知県ｺｻﾞｷ ｱﾔｺ

25 1925 寺西 広子 愛知県ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｺ

26 1926 永坂 里美 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ｻﾄﾐ

27 1927 辻村 久美子 愛知県ﾂｼﾞﾑﾗ ｸﾐｺ

28 1928 宇田 優子 愛知県ｳﾀﾞ ﾕｳｺ

29 1929 山口 眞由美 愛知県 ちきわん走友会ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

30 1930 中村 伸子 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ

31 1931 渡邊 恵美子 東京都ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ

32 1932 小川 のり子 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

33 1933 谷口 純子 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ

34 1934 伊藤 みゆき 愛知県ｲﾄｳ ﾐﾕｷ

35 1935 大井 ちづる 愛知県 天白川走友会ｵｵｲ ﾁﾂﾞﾙ

36 1936 近藤 春恵 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｴ

37 1937 吉田 祐子 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ

38 1938 熊谷 全代 愛知県ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾖ

39 1939 杉浦 恵子 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ

40 1940 渋谷 真由美 愛知県ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ

41 1941 萩原 京子 愛知県ﾊｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ

42 1942 神原 八重美 大阪府 きつね3ｶﾝﾊﾞﾗ ﾔｴﾐ

43 1943 新居 智子 愛知県 中馬塾ｱﾗｲ ﾄﾓｺ

44 1944 永田 今日子 愛知県ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ

45 1945 大野 まゆみ 愛知県ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ

46 1946 浦海 典子 愛知県ﾎﾂﾐ ﾉﾘｺ

47 1947 冨田 孝子 愛知県ﾄﾐﾀ ﾀｶｺ

48 1948 岩崎 美代子 愛知県ｲﾜｻｷ ﾐﾖｺ

49 1949 三浦 香織 愛知県ﾐｳﾗ ｶｵﾘ

50 1950 赤坂 佳美 愛知県 偕行会ﾘﾊ病院ｱｶｻｶ ﾖｼﾐ
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51 1951 三浦 篤子 愛知県ﾐｳﾗ ｱﾂｺ

52 1952 谷口 里弥 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄﾐ

53 1953 加藤 希代子 愛知県ｶﾄｳ ｷﾖｺ

54 1954 上山 真理枝 愛知県ｳｴﾔﾏ ﾏﾘｴ

55 1955 真野 貴子 愛知県ﾏﾉ ﾀｶｺ

56 1956 石井 枝里花 愛知県ｲｼｲ ｴﾘｶ

57 1957 郡 祐子 愛知県ｺｵﾘ ﾕｳｺ

58 1958 森園 強子 愛知県ﾓﾘｿﾞﾉ ｷｮｳｺ

59 1959 樫尾 園子 愛知県ｶｼｵ ｿﾉｺ

60 1960 堀木 なお子 愛知県ﾎﾘｷ ﾅｵｺ

61 1961 鈴木 京子 愛知県 安城更生病院ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ

62 1962 片野 紀子 愛知県ｶﾀﾉ ﾉﾘｺ

63 1963 仙田 麻紀子 愛知県ｾﾝﾀﾞ ﾏｷｺ

64 1964 坂本 めぐみ 愛知県ｻｶﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

65 1965 金丸 美香 愛知県ｶﾅﾏﾙ ﾐｶ

66 1966 佐々木 泉子 愛知県ｻｻｷ ﾓﾄｺ

67 1967 幾永 みどり 愛知県ｲｸﾅｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ

68 1968 水野 いづみ 福井県ﾐｽﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ

69 1969 諏方 房子 愛知県 ｺｯｺｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｽﾜ ﾌｻｺ

70 1970 安田 笑美子 愛知県 嵐ﾅｰｽﾞ(らんなｰず)ﾔｽﾀﾞ ｴﾐｺ

71 1971 稲垣 保枝 愛知県 西尾走友会ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽｴ

72 1972 宮本 澄子 愛知県ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐｺ

73 1973 松浦 由美子 愛知県 くまのﾌﾟｰさん

74 1974 高柳 育子 愛知県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸｺ

75 1975 岡本 真弓 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

76 1976 鈴木 久美子 愛知県ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ

77 1977 松山 よし子 愛知県 天白川走友会ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｺ

78 1978 秋元 雅子 愛知県ｱｷﾓﾄ ﾏｻｺ

79 1979 新家 紀代美 愛知県ﾆｲﾉﾐ ｷﾖﾐ

80 1980 黒柳 美保子 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾐﾎｺ

81 1981 杉浦 伯子 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘｺ

82 1982 早川 雅子 愛知県ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｺ

83 1983 小笠原 恵子 愛知県ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹｲｺ

84 1984 竹内 由美 愛知県ﾀｹｳﾁ ﾕﾐ

85 1985 南田 睦子 愛知県 わらべや東海ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾑﾂｺ

86 1986 赤土 真澄 愛知県ｱｶﾂﾁ ﾏｽﾐ

87 1987 田中 直子 愛知県 ぺんぎんﾀﾅｶ ﾅｵｺ

88 1988 大橋 晴美 東京都ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾐ

89 1989 石河 のぶ江 愛知県ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞｴ

90 1990 鈴木 真弓 愛知県 安城更生病院ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ

91 1991 植村 治代 愛知県 ﾊﾑｽﾀｰｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾖ
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