
Start List9:15Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME
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1 2801 川島 悦代 静岡県 ﾎﾟﾆｰ&ﾗﾌﾞｶﾜｼﾏ ｴﾂﾖ

2 2802 吉田 文子 愛知県 岡崎中総RCﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ

3 2803 森田 香 愛知県ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ

4 2804 佐藤 まり 愛知県ｻﾄｳ ﾏﾘ

5 2805 秋田 真希 愛知県ｱｷﾀ ﾏｷ

6 2806 奥村 由紀 愛知県ｵｸﾑﾗ ﾕｷ

7 2807 松本 久美子 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ

8 2808 金田 綾乃 愛知県ｶﾅﾀﾞ ｱﾔﾉ

9 2809 方山 智美 愛知県ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾐ

10 2810 柴田 美子 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｺ

11 2811 廣瀬 陽子 愛知県ﾋﾛｾ ﾖｳｺ

12 2812 酒井 英理 愛知県ｻｶｲ ｴﾘ

13 2813 今泉 美喜 愛知県ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐｷ

14 2814 紫 宇代 福井県 ともだち診療所ﾑﾗｻｷ ｳﾖ

15 2815 廣瀬 真紀子 愛知県ﾋﾛｾ ﾏｷｺ

16 2816 加藤 香代子 愛知県ｶﾄｳ ｶﾖｺ

17 2817 喜多田 寿子 愛知県ｷﾀﾀﾞ ﾋｻｺ

18 2818 石田 敦子 愛知県 ﾗﾝｱｯﾌﾟｲｼﾀﾞ ｱﾂｺ

19 2819 永田 貴子 愛知県ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｺ

20 2820 宮脇 聡子 愛知県ﾐﾔﾜｷ ｻﾄｺ

21 2821 英 亜希子 愛知県ﾊﾅﾌﾞｻ ｱｷｺ

22 2822 山田 敦子 兵庫県ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ

23 2823 田中 貴子 愛知県ﾀﾅｶ ﾀｶｺ

24 2824 鈴木 百合子 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ

25 2825 藪内 みどり 愛知県ﾔﾌﾞｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ

26 2826 長谷川 真美 愛知県 TJCﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾐ

27 2827 森 純子 愛知県ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ

28 2828 久保 久子 愛知県ｸﾎﾞ ﾋｻｺ

29 2829 大野 教代 愛知県ｵｵﾉ ﾉﾘﾖ

30 2830 白濱 敦子 愛知県 岡崎ﾗﾝﾅｰｼﾗﾊﾏ ｱﾂｺ

31 2831 加藤 裕子 愛知県 安城西部RCｶﾄｳ ﾕｳｺ

32 2832 草場 美江 愛知県ｸｻﾊﾞ ﾐｴ

33 2833 河辺 敬子 愛知県ｶﾜﾍﾞ ｹｲｺ

34 2834 西川 礼衣子 愛知県ﾆｼｶﾜ ﾚｲｺ

35 2835 高畑 和美 愛知県ﾀｶﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

36 2836 田中 理恵子 愛知県ﾀﾅｶ ﾘｴｺ

37 2837 太田 直美 大阪府ｵｵﾀ ﾅｵﾐ

38 2838 河合 由紀江 愛知県ｶﾜｲ ﾕｷｴ

39 2839 宮 こずえ 愛知県ﾐﾔ ｺｽﾞｴ

40 2840 杉浦 美樹 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾐｷ

41 2841 安藤 美和 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾜ

42 2842 林 紀子 愛知県ﾊﾔｼ ﾉﾘｺ

43 2843 吉良 裕代 三重県ｷﾗ ﾋﾛﾖ

44 2844 宿本 和美 愛知県ﾔﾄﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ

45 2845 種村 典子 愛知県 ゆめりんﾀﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ

46 2846 近藤 和美 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ

47 2847 山中 聡美 愛知県 ｸﾗﾌﾟﾘﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ

48 2848 坂部 あすか 愛知県ｻｶﾍﾞ ｱｽｶ

49 2849 原田 由美子 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ

50 2850 熊谷 由香 愛知県 JAあいち中央ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ
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51 2851 鈴木 恵美 愛知県ｽｽﾞｷ ｴﾐ

52 2852 福間 博子 愛知県ﾌｸﾏ ﾋﾛｺ

53 2853 平松 訓子 三重県ﾋﾗﾏﾂ ﾄｷｺ

54 2854 大谷 由樹子 東京都ｵｵﾀﾆ ﾕｷｺ

55 2855 杉山 尚子 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｺ

56 2856 荒木 由美香 愛知県ｱﾗｷ ﾕﾐｶ

57 2857 横井 薫 愛知県 JAあいち中央ﾖｺｲ ｶｵﾙ

58 2858 佐藤 ﾙﾐ子 愛知県ｻﾄｳ ﾙﾐｺ

59 2859 鈴木 志摩 愛知県ｽｽﾞｷ ｼﾏ

60 2860 稲吉 愛子 愛知県 ﾁｰﾑてるてるｲﾅﾖｼ ｱｲｺ

61 2861 千田 陽子 愛知県ｾﾝﾀﾞ ﾖｳｺ

62 2862 中丸 奈美 愛知県ﾅｶﾏﾙ ﾅﾐ

63 2863 都築 奈津子 愛知県ﾂﾂﾞｷ ﾅﾂｺ

64 2864 小川 まゆ子 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾏﾕｺ

65 2865 鈴木 真美子 愛知県ｽｽﾞｷ ﾏﾐｺ

66 2866 川嶋 恵美 東京都ｶﾜｼﾏ ｴﾐ

67 2867 邑松 有紀 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷ

68 2868 河合 さおり 静岡県 Honda-RCｶﾜｲ ｻｵﾘ

69 2869 木下 恵子 愛知県 ﾁｰﾑSTAY DREAMｷﾉｼﾀ ｹｲｺ

70 2870 福島 陽子 愛知県ﾌｸｼﾏ ﾖｳｺ

71 2871 本間 育子 愛知県ﾎﾝﾏ ｲｸｺ

72 2872 藤田 統子 静岡県ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ

73 2873 平野 真里 静岡県ﾋﾗﾉ ﾏﾘ

74 2874 梅田 恵 愛知県ｳﾒﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

75 2875 稲垣 亜希子 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｱｷｺ

76 2876 嶋崎 真紀 石川県ｼﾏｻﾞｷ ﾏｷ

77 2877 倉山 絹香 愛知県ｸﾗﾔﾏ ｷﾇｶ
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