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 Pos BIB DIS TEAMNAME

10km 女子50歳以上

2017/01/03

1 2901 平岡 洋子 愛媛県ﾋﾗｵｶ ﾖｳｺ

2 2902 岡田 裕子 神奈川県ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ

3 2903 山本 由加里 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ

4 2904 谷口 由香 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｶ

5 2905 山崎 智子 静岡県ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ

6 2906 阿部 美恵 愛知県 豊橋楽走連ｱﾍﾞ ﾐｴ

7 2907 平松 敏子 愛知県ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼｺ

8 2908 三輪 直美 愛知県ﾐﾜ ﾅｵﾐ

9 2909 堀田 貴子 愛知県 安城快足ﾎｯﾀ ﾀｶｺ

10 2910 山本 浩美 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

11 2911 長井 久美子 愛知県 かみごうRAﾅｶﾞｲ ｸﾐｺ

12 2912 東 ゆり 愛知県 なしｱｽﾞﾏ ﾕﾘ

13 2913 野島 美由樹 愛知県ﾉｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

14 2914 伊藤 裕子 静岡県ｲﾄｳ ﾕｳｺ

15 2915 伊藤 博子 愛知県ｲﾄｳ ﾋﾛｺ

16 2916 近藤 みゆき 愛知県 安城快足ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ

17 2917 小野 さとみ 愛知県ｵﾉ ｻﾄﾐ

18 2918 河合 和江 愛知県ｶﾜｲ ｶｽﾞｴ

19 2919 今崎 さとみ 愛知県ｲﾏｻｷ ｻﾄﾐ

20 2920 山本 環 静岡県 蹴上王者ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ

21 2921 古川 美紀 愛知県ﾌﾙｶﾜ ﾐｷ

22 2922 見田 和子 愛知県 おんざ･ろｰどﾐﾀ ｶｽﾞｺ

23 2923 服部 志保 愛知県ﾊｯﾄﾘ ｼﾎ

24 2924 加藤 徳美 愛知県ｶﾄｳ ﾅﾙﾐ

25 2925 花田 明美 愛知県ﾊﾅﾀﾞ ｱｹﾐ

26 2926 市川 十二代 愛知県ｲﾁｶﾜ ｿﾌﾖ

27 2927 神谷 良子 愛知県ｶﾐﾔ ﾅｶﾞｺ

28 2928 玉衛 ゆかり 愛知県ﾀﾏｴ ﾕｶﾘ

29 2929 恒川 美砂 愛知県ﾂﾈｶﾜ ﾐｻ

30 2930 藤村 雅子 愛知県 ﾛﾝｸﾞｹﾞｲﾝﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｺ

31 2931 岩室 万里子 愛知県ｲﾜﾑﾛ ﾏﾘｺ

32 2932 戸田 浩代 愛知県ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾖ

33 2933 小澤 納里 愛知県ｵｻﾞﾜ ﾉﾘ

34 2934 飯田 由美子 愛知県ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ

35 2935 岡田 紀子 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ

36 2936 髙見 弘子 愛知県ﾀｶﾐ ﾋﾛｺ

37 2937 星野 真由美 愛知県ﾎｼﾉ ﾏﾕﾐ

38 2938 坂 和代 愛知県ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾖ

39 2939 小塚 優子 愛知県ｺﾂﾞｶ ﾕｳｺ

40 2940 小鹿 比咲子 愛知県ｵｼﾞｶ ﾋｻｺ

41 2941 日比 礼子 愛知県ﾋﾋﾞ ﾚｲｺ

42 2942 稲垣 美幸 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕｷ

43 2943 後藤 たつ子 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾀﾂｺ

44 2944 冨ヶ原 明子 愛知県ﾄﾐｶﾞﾊﾗ ｱｷｺ

45 2945 大野 富士子 愛知県ｵｵﾉ ﾌｼﾞｺ

46 2946 兵藤 章子 愛知県ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｷｺ

47 2947 西尾 みどり 愛知県ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ

48 2948 市川 彩子 愛知県 安城快足ACｲﾁｶﾜ ﾂﾔｺ

49 2949 田中 すみよ 三重県ﾀﾅｶ ｽﾐﾖ

50 2950 杉山 美穂子 愛知県 安城快足ACｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾎｺ
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51 2951 鋤柄 京子 神奈川県 横浜中央病院ｽｷｶﾞﾗ ｷｮｳｺ

52 2952 加藤 真紀子 愛知県ｶﾄｳ ﾏｷｺ

53 2953 渡部 幸子 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ

54 2954 吉田 祥子 愛知県 安城快足ACﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ

55 2955 速水 貴子 愛知県ﾊﾔﾐ ﾀｶｺ

56 2956 小林 雅子 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ

57 2957 中尾 豊子 愛知県ﾅｶｵ ﾄﾖｺ

58 2958 山口 恵子 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺ

59 2959 松井 淳子 愛知県ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝｺ

60 2960 鳥居 美知子 愛知県 安城西部RCﾄﾘｲ ﾐﾁｺ

61 2961 長谷川 美樹 静岡県ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ

62 2962 上之 よし子 愛知県 安城市在宅介護支援ｾﾝﾀｰ松井ｳｴﾉ ﾖｼｺ

63 2963 加藤 みよ 愛知県ｶﾄｳ ﾐﾖ

64 2964 南藤 美代子 奈良県ﾅﾝﾄﾞｳ ﾐﾖｺ

65 2965 村松 久美 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐ
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