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10km 一般女子

2017/01/03

1 2701 金田 弥久 愛知県ｶﾅﾀﾞ ﾐｸ

2 2702 金田 弥子 愛知県ｶﾅﾀﾞ ﾔｺ

3 2703 滝川 洋江 愛知県ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｴ

4 2704 坂本 早千枝 愛知県ｻｶﾓﾄ ｻﾁｴ

5 2705 飯田 真奈美 愛知県ｲｲﾀﾞ ﾏﾅﾐ

6 2706 佐藤 初実 愛知県ｻﾄｳ ﾊﾂﾐ

7 2707 角田 千晴 愛知県ｶｸﾀ ﾁﾊﾙ

8 2708 杉浦 貴恵 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｷｴ

9 2709 渡辺 恵理子 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｺ

10 2710 伊藤 桃子 静岡県ｲﾄｳ ﾓﾓｺ

11 2711 盛田 裕子 三重県ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ

12 2712 長谷川 陽子 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺ

13 2713 吉村 知紗 愛知県 ﾗﾝｱｯﾌﾟﾖｼﾑﾗ ﾁｻ

14 2714 加藤 由美 愛知県ｶﾄｳ ﾕﾐ

15 2715 平手 智子 愛知県ﾋﾗﾃ ﾄﾓｺ

16 2716 宮田 知佳 愛知県ﾐﾔﾀ ﾁｶ

17 2717 太田 みのり 愛知県 岡崎商業高校ｵｵﾀ ﾐﾉﾘ

18 2718 牛場 有香 愛知県 G1ACｳｼﾊﾞ ﾕｶ

19 2719 清野 倫代 愛知県ｷﾖﾉ ﾄﾓﾖ

20 2720 木内 和恵 愛知県ｷｳﾁ ｶﾂﾞｴ

21 2721 金澤 さゆり 愛知県ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾕﾘ

22 2722 杉浦 由香 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾕｶ

23 2723 杉浦 英美 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾐ

24 2724 藤井 友美 愛知県ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾐ

25 2725 三島 安純 愛知県ﾐｼﾏ ｱｽﾞﾐ

26 2726 杉江 風花 愛知県 横須賀中学校ｽｷﾞｴ ﾌｳｶ

27 2727 山本 優子 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

28 2728 岡田 花織 愛知県ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ

29 2729 飯田 真由美 愛知県ｲｲﾀﾞ ﾏﾕﾐ

30 2730 加藤 未有 東京都ｶﾄｳ ﾐｳ

31 2731 加藤 怜有 東京都ｶﾄｳ ﾚｱ

32 2732 落合 由美 愛知県ｵﾁｱｲ ﾕﾐ

33 2733 岩井 ひらる 岐阜県ｲﾜｲ ﾋﾗﾙ

34 2734 森崎 綾乃 愛知県 豊明高校ﾓﾘｻｷ ｱﾔﾉ

35 2735 小林 みき 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ

36 2736 野々山 志帆 愛知県 JAあいち中央ﾉﾉﾔﾏ ｼﾎ

37 2737 中島 えりか 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾘｶ

38 2738 浦野 美和 愛知県ｳﾗﾉ ﾐﾜ

39 2739 鈴木 菜央 愛知県ｽｽﾞｷ ﾅｵ

40 2740 松田 彩世 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｻﾖ

41 2741 市川 聡子 愛知県ｲﾁｶﾜ ｻﾄｺ

42 2742 杉本 南 千葉県ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ

43 2743 川合 佳織 愛知県ｶﾜｲ ｶｵﾘ

44 2744 平林 沙理 愛知県ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾘ

45 2745 糟谷 友美 愛知県ｶｽﾔ ﾄﾓﾐ

46 2746 青木 まどか 愛知県ｱｵｷ ﾏﾄﾞｶ

47 2747 細川 夏希 愛知県ﾎｿｶﾜ ﾅﾂｷ

48 2748 鬼頭 祐子 愛知県ｷﾄｳ ﾕｳｺ

49 2749 村松 美斗 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾄ

50 2750 佐藤 直子 福井県ｻﾄｳ ﾅｵｺ
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51 2751 野村 祐梨恵 愛知県ﾉﾑﾗ ﾕﾘｴ

52 2752 中西 陽子 愛知県ﾅｶﾆｼ ﾖｳｺ

53 2753 杉浦 奈保子 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵｺ

54 2754 杉浦 めぐみ 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾒｸﾞﾐ

55 2755 大嶋 紅葉 愛知県ｵｵｼﾏ ﾓﾐｼﾞ

56 2756 渥美 奈実 愛知県ｱﾂﾐ ﾅﾐ

57 2757 近田 佳世 大阪府ｺﾝﾀﾞ ｶﾖ

58 2758 野村 理香 愛知県ﾉﾑﾗ ﾘｶ

59 2759 山下 真梨子 愛知県ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘｺ

60 2760 今井 亜矢子 神奈川県ｲﾏｲ ｱﾔｺ

61 2761 神谷 瞳 愛知県ｶﾐﾔ ﾋﾄﾐ

62 2762 彦坂 智子 愛知県ﾋｺｻｶ ﾄﾓｺ

63 2763 渥美 優香 東京都ｱﾂﾐ ﾕｶ

64 2764 三浦 広子 愛知県ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ

65 2765 太澤 あやこ 愛知県ｵｵｻﾜ ｱﾔｺ

66 2766 可知 佳奈 愛知県ｶﾁ ｶﾅ

67 2767 長田 彩果 愛知県 安城快足ACｵｻﾀﾞ ｱﾔｶ

68 2768 杉本 実結 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ

69 2769 森 由佳理 愛知県ﾓﾘ ﾕｶﾘ

70 2770 石原 由美子 愛知県ｲｼﾊﾗ ﾕﾐｺ

71 2771 梅村 萌 愛知県ｳﾒﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

72 2772 横井 由紀子 愛知県ﾖｺｲ ﾕｷｺ

73 2773 加藤 正子 愛知県ｶﾄｳ ﾏｻｺ

74 2774 松川 恵 愛知県ﾏﾂｶﾜ ﾒｸﾞﾐ

75 2775 山本 美駒 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ
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