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1 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 愛知県鈴木 あゆみ1686

2 ﾊﾈ ﾕﾐ 愛知県羽根 友美1687

3 ｺﾞﾄｳ ﾕｶ 愛知県後藤 由佳1688

4 ｼﾗｲ ﾏｻｺ 愛知県 ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ白井 雅子1689

5 ﾆｯﾀ ﾐﾔｺ 愛知県新田 都1690

6 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓｶ 愛知県黒田 朋河1691

7 ﾓﾘ ﾄﾓｺ 愛知県森 朋子1692

8 ﾑﾀ ﾏﾕｺ 愛知県牟田 繭子1693

9 ﾀｹｳﾁ ｱｻｺ 愛知県竹内 麻子1694

10 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 愛知県加藤 恵1695

11 ﾐﾔ ｺｽﾞｴ 愛知県宮 こずえ1696

12 ﾏｷ ｱﾔｺ 愛知県眞木 あやこ1697

13 ｶﾝ ｹｲｺ 愛知県 TEAM83姜 恵子1698

14 ｷﾊﾗ ﾕｷｺ 愛知県木原 由紀子1699

15 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 静岡県石川 朋子1700

16 ｽﾀﾞ ﾁｻｺ 愛知県須田 千佐子1701

17 ﾈｷﾞﾀ ﾏﾘｺ 愛知県禰宜田 真里子1702

18 ｻｻｵ ﾅｵﾐ 愛知県笹尾 直未1703

19 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 愛知県安藤 美穂1704

20 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｹﾐ 愛知県 溝口明美溝口 明美1705

21 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾁﾖ 愛知県辻村 美千代1706

22 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｴ 愛知県山内 孝枝1707

23 ﾊﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 愛知県濱田 明美1708

24 ﾓﾘﾀ ﾁｶ 愛知県森田 智香1709

25 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 愛知県渡辺 容子1710

26 ｲﾄｳ ﾐｴｺ 愛知県伊藤 身恵子1711

27 ｵｵｶﾜ ｶｴ 愛知県大河 加枝1712

28 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅｺ 愛知県小川 みな子1713

29 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 愛知県北河 尚美1714

30 ｵﾉｳｴ ﾏﾂﾖ 愛知県 ﾁｬｰﾘｰ最高美尾上 松代1715

31 ｲﾅ ﾖｼｺ 静岡県伊奈 美子1716

32 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 愛知県平川 宜子1717

33 ﾂﾂﾞｷ ﾋﾛｴ 愛知県 ﾊﾟﾄﾗﾝ西尾都築 弘恵1718

34 ﾅｶｶﾞﾐ ﾁﾖﾐ 愛知県中神 千代美1719

35 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾁｺ 愛知県 渥美ﾗﾝﾅｰｽﾞ山本 真知子1720

36 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 愛知県山田 優子1721

37 ｵｵｲﾜ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県大岩 純子1722

38 ｽｷﾞｴ ﾉﾘｺ 愛知県 ﾁｬｰﾘｰ最高美杉江 礼子1723

39 ﾅﾂﾒ ｶﾂﾞﾊ 愛知県夏目 かづは1724

40 ｵｶﾑﾗ ﾐｴ 愛知県岡村 美江1725

41 ｵｵｳﾁ ﾐﾅﾐ 静岡県大内 南1726

42 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷ 愛知県邑松 有紀1727

43 ｳﾒﾑﾗ ﾄﾖｺ 愛知県梅村 豊子1728

44 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 愛知県徳永 真由美1729

45 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 愛知県高橋 篤子1730

46 ｼｮｻﾞﾜ ﾀｶｴ 愛知県所澤 孝枝1731

47 ｼﾗｲ ﾐﾚｲ 愛知県白井 美玲1732

48 ｶﾄｳ ﾐｻ 愛知県 ながら･加藤建築(株)加藤 美佐1733

49 ﾔｽﾀﾞ ｶﾖｺ 愛知県安田 賀代子1734

50 ｻﾄｳ ｴﾘ 愛知県佐藤 恵里1735
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51 ｵｻﾞﾜ ﾐｶｺ 愛知県小澤 美香子1736

52 ｻﾄｳ ﾖｼｶ 愛知県佐藤 美香1737

53 ﾀｶｾ ﾐｷｺ 愛知県高瀬 美紀子1738

54 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 愛知県 高師緑地走悠鈴木 洋子1739

55 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾖｼｴ 愛知県長友 孔江1741

56 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾉﾌﾞｴ 愛知県長浜 伸江1742

57 ﾐﾑﾗ ﾏﾕﾐ 愛知県三村 真由実1743

58 ｻｲﾄｳ ｱﾔ 愛知県齋藤 あや1744

59 ﾊﾞﾝ ｶﾖｺ 静岡県 湖西ﾉｰﾏﾝｽﾞ伴 香代子1745

60 ﾅｲﾄｳ ﾁﾖｺ 愛知県 東豊工事内藤 治良子1746

61 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞﾖ 愛知県河村 長代1747

62 ﾊﾗ ﾖｼｺ 愛知県原 芳子1748

63 ﾌｼﾞｼﾏ ｷﾖｺ 愛知県藤嶋 基予子1749

64 ﾅﾂﾒ ﾐﾕｷ 愛知県夏目 幸1750

65 ｲﾄｳ ﾁｴ 愛知県伊藤 知栄1751

66 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｶﾘ 愛知県望月 ゆかり1752

67 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｻｵﾘ 愛知県 ﾙﾌﾟﾗﾎﾞｳ椿原 さおり1753

68 ﾉﾑﾗ ｻﾁﾖ 愛知県野村 幸代1754

69 ｳﾗﾔﾏ ｱﾂﾖ 愛知県浦山 敦代1755

70 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾄﾐ 愛知県遠山 ひとみ1756

71 ｺﾐｿﾞ ｼｮｳｺ 愛知県古溝 昇子1757

72 ｵﾔｲﾂﾞ ｱｹﾐ 愛知県 ﾒｲｺﾞﾘ小柳津 明美1758

73 ｱｻｸﾗ ﾅｵﾐ 愛知県朝倉 直美1759

74 ﾅｶｶﾞﾐ ｱｹﾐ 愛知県中神 あけみ1760

75 ｴﾉｷｼﾞﾏ ﾙﾘｺ 愛知県榎島 ﾙﾘ子1761

76 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県渡邉 緑1762

77 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾙﾐ 愛知県早川 照美1763

78 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼｴ 愛知県丸山 俊江1764

79 ｽｷﾞｳﾗ ﾁﾅﾂ 愛知県杉浦 千夏1765

80 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｺ 愛知県柴田 紀代子1766

81 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｺ 愛知県清水 紀子1767

82 ｵｶﾀﾞ ｷｸﾖ 愛知県岡田 希久代1768

83 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 愛知県鈴木 朱香子1769

84 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ 愛知県近藤 千恵子1770

85 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 愛知県鈴木 真理子1771

86 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾏﾖ 愛知県上別府 珠代1772

87 ｲﾄｳ ｴﾐ 愛知県伊藤 恵美1773

88 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｻﾞ 愛知県杉浦 リザ1774

89 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｺ 愛知県山下 恭子1775

90 ｽｽﾞｷ ｻﾖﾘ 愛知県鈴木 さより1776

91 ｳﾉ ﾀﾐｺ 愛知県宇野 民子1777

92 ｵｵｸﾗ ﾕｷｺ 愛知県大蔵 由紀子1778

93 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁﾖ 愛知県小林 幸代1779

94 ﾊﾗ ｱｷｺ 愛知県原 暁子1780

95 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｺ 愛知県石原 雅子1781

96 ｲｼｸﾞﾛ ﾖｼｺ 愛知県石黒 佳子1782

97 ﾏﾂｵｶ ｷｮｳｺ 愛知県 御津走ろう会松岡 京子1783

98 ｶﾄｳ ｹｲｺ 愛知県加藤 桂子1784

99 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｴ 愛知県小泉 巴枝1785

100 ﾂｼﾞﾀ ﾏﾐｺ 愛知県辻田 真実子1786

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/11/08/. TIME: 05:29. page2



 Pos BIB DIS TEAMNAME

2019/11/10
Start List

5部 10㎞女子40歳-59歳

10:50Start Time :

101 ﾊﾔｼ ｱｷﾖ 愛知県林 顕代1787

102 ﾀﾆｻﾞﾜ ｴﾐ 愛知県谷澤 絵美1788

103 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾖ 愛知県水谷 加代1789

104 ﾕｱｻ ﾕｳｺ 愛知県湯浅 祐子1790

105 ｲﾄｳ ﾄﾓｴ 愛知県伊東 友絵1791

106 ｲﾁｶﾜ ﾕﾐ 愛知県市川 ゆみ1792

107 ﾊﾅｲ ﾐﾎ 愛知県花井 美保1793

108 ﾊﾔｶﾜ ｶｵﾘ 愛知県早川 香里1794

109 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 愛知県鈴木 悦子1795

110 ﾏｾ ﾁｴﾐ 愛知県間瀬 千恵美1796

111 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 愛知県鈴木 かおり1797

112 ﾀﾆﾔﾏ ﾉﾘｺ 愛知県 袴田塾谷山 典庫1798

113 ﾀｶｲ ﾉｿﾞﾐ 愛知県高井 希1799

114 ﾀｹﾓﾄ ｴﾘ 愛知県竹本 恵里1800

115 ﾓﾘﾔ ｶﾖ 愛知県守屋 佳世1801

116 ﾖﾈｲﾏ ﾖｳｺ 愛知県米今 陽子1802

117 ｻｲｶﾞ ﾋﾛﾐ 愛知県西賀 博美1803

118 ﾀﾀﾞ ﾄﾐｴ 愛知県多田 富江1804

119 ｱｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県麻生田 淳子1805

120 ｺｲﾃﾞ ｱﾕﾐ 愛知県小出 亜由美1806

121 ﾀｶﾊｼ ﾁﾊﾙ 愛知県高橋 千晴1807

122 ﾀﾃｲﾜ ｶｵﾘ 愛知県立岩 香織1808

123 ﾅｶﾓﾄ ﾐｴ 愛知県 豊橋市役所中元 視江1809

124 ｱﾝﾍﾞ ﾐﾅｺ 愛知県安部 みな子1810

125 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 愛知県 丸八製菓佐藤 ゆかり1811

126 ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｴ 静岡県衣川 里枝1812

127 ｽｽﾞｷ ｻｴｺ 愛知県鈴木 彩英子1813

128 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ 愛知県横山 広実1814

129 ｸﾜﾊﾞﾗ ｷﾖｴ 愛知県桑原 清江1815

130 ｲﾉｳｴ ﾁﾂﾞｺ 愛知県井上 千都子1816

131 ﾎｼﾉ ｱｹﾐ 愛知県星野 朱美1817

132 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼｺ 愛知県 福本AC布留川 寿子1818

133 ﾄﾘｲ ﾕﾐｺ 愛知県鳥居 有美子1819

134 ｲｯｼｷ ﾐｵ 愛知県一色 美緒1820

135 ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾕﾐ 愛知県長岡 真由美1821

136 ｵﾉﾀﾞ ﾕｷｺ 愛知県小野田 友規子1822

137 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 愛知県鈴木 隆子1823

138 ﾊﾀﾞ ﾊﾂｴ 愛知県羽田 初江1824

139 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉ 愛知県 チームステップ齋藤 裕乃1825

140 ｼﾞﾝﾄｳ ﾔｽｴ 愛知県神藤 康江1826

141 ﾄｵﾔﾏ ﾐｶ 愛知県 蟹江住宅設備株式会社遠山 実花1827

142 ｲｼｶﾜ ｹｲｺ 愛知県石川 恵子1828

143 ﾄﾐﾔｽ ﾐｷ 愛知県富安 美紀1829

144 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知県本多 智美1830

145 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 愛知県杉本 一美1831

146 ｵｵﾀｹ ｹｲｺ 愛知県大嶽 佳子1832

147 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾐ 愛知県中川 紀代美1833

148 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 愛知県山本 正子1834

149 ｱｶﾞﾀ ｼｮｳｺ 愛知県縣 章子1835

150 ｶﾜﾓﾘ ﾔｽｺ 愛知県川森 恭子1836

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/11/08/. TIME: 05:29. page3



 Pos BIB DIS TEAMNAME

2019/11/10
Start List

5部 10㎞女子40歳-59歳

10:50Start Time :

151 ﾑｺｳﾔﾏ ｹｲｺ 愛知県向山 景子1837

152 ｴﾉｷｼﾏ ﾅﾅｺ 愛知県榎島 ナナ子1838

153 ﾀﾅｶ ｻﾄｴ 愛知県 中部電力(株)田中 里枝1839

154 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐ 愛知県望月 久巳1840

155 ﾑﾗﾏﾂ ｴﾘ 愛知県村松 恵理1841

156 ﾁﾈﾝ ｼﾞｪﾆｰ 愛知県 PERU知念 ｼﾞｪﾆｰ1842

157 ﾀﾆ ﾘｴｺ 愛知県谷 理恵子1843

158 ﾀﾃｲﾜ ﾄﾓｴ 愛知県立岩 友枝1844

159 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 愛知県加藤 知美1845

160 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 愛知県山田 由香1846

161 ﾌｸｲ ﾄﾓｴ 愛知県福井 智江1847

162 ﾜﾀﾗｲ ﾉﾘｴ 岐阜県度会 儀江1848

163 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾕｷ 岐阜県北條 美幸1849

164 ｲﾅﾊﾞ ﾁﾎｺ 愛知県稲葉 千穂子1850

165 ｲｶﾗｼ ｴﾐ 愛知県五十嵐 恵美1851

166 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ 愛知県大林 麻美1852

167 ﾖｼﾐ ﾘｴ 愛知県吉見 理恵1853

168 ｶﾄｳ ｷｮｳｺ 愛知県加藤 恭子1854

169 ﾖｺﾀ ﾕｷｺ 愛知県横田 幸子1855

170 ﾖｺﾉ ｷｮｳｺ 愛知県 ﾁｰﾑｽﾃｯﾌﾟ横野 恭子1856

171 ﾅｶｲ ﾀﾏﾐ 愛知県 ちいむものずき仲井 珠美1857

172 ｶﾐﾔ ｹｲｺ 愛知県 JA豊橋神谷 憲子1858

173 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 愛知県 株式会社ｻﾞﾌｫｳﾙﾋﾞ本藤 のりこ1859

174 ｵｶｻﾞｷ ｼﾉ 愛知県岡崎 志乃1860

175 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞｺ 愛知県大場 和子1861

176 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｺ 愛知県小林 志津子1862

177 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾐ 愛知県山本 琴美1863

178 ｲｸﾀ ｶﾖ 愛知県生田 佳代1864

179 ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 愛知県檀林 典子1865

180 ﾋﾛﾀ ﾖｼｺ 愛知県廣田 佳子1866

181 ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐｺ 愛知県大久保 絵美子1867

182 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 静岡県石田 智子1868

183 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県中山 淳子1869

184 ﾁﾉ ﾄﾓﾐ 愛知県茅野 朋美1870

185 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 愛知県伊藤 博美1871

186 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾐ 愛知県菅沼 弘美1872

187 ﾏｴｶﾜ ｹｲｺ 愛知県前川 惠子1875

188 ﾃｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 愛知県手嶋 恵1876

189 ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘｺ 愛知県服部 則子1877

190 ｶｽﾔ ｻﾄﾐ 愛知県 ﾏｯｻｰｼﾞさとのは糟谷 里美1878

191 ｶﾄｳ ﾐｷﾖ 愛知県加藤 美紀代1879

192 ｵｵﾂｶ ﾐﾔｺ 愛知県大塚 美也子1880

193 ﾊﾔｼ ﾖｼｴ 愛知県林 佳江1881
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