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1 1501 服部 綾実 千葉県ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾐ

2 1502 宮地 麻美 愛知県 TEAM KAKERUﾐﾔﾁ ｱｻﾐ

3 1503 磯部 元美 静岡県ｲｿﾍﾞ ﾓﾄﾐ

4 1504 水野 早穂 愛知県ﾐｽﾞﾉ ｻﾎ

5 1505 三鴨 沙佳 愛知県ﾐｶﾓ ｻﾔｶ

6 1506 中谷 香織 神奈川県 YMCﾅｶﾀﾆ ｶｵﾘ

7 1507 深谷 友香梨 愛知県ﾌｶﾔ ﾕｶﾘ

8 1508 園田 奈緒子 愛知県ｿﾉﾀﾞ ﾅｵｺ

9 1509 伊藤 桃子 静岡県 磐田市ｲﾄｳ ﾓﾓｺ

10 1510 高林 理沙子 静岡県ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｻｺ

11 1511 鍋藤 亜希子 愛知県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾅﾍﾞﾄｳ ｱｷｺ

12 1512 酒井 紀美子 愛知県ｻｶｲ ｷﾐｺ

13 1513 山脇 裕子 岐阜県ﾔﾏﾜｷ ﾕｳｺ

14 1514 澤木 知恵美 愛知県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｻﾜｷ ﾁｴﾐ

15 1515 山口 真奈依 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｴ

16 1516 宮原 美奈 愛知県ﾐﾔﾊﾗ ﾐﾅ

17 1517 松野 真帆 愛知県 安城快足ACﾏﾂﾉ ﾏﾎ

18 1518 大橋 知世 愛知県ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾖ

19 1519 中村 有貴 愛知県 安城快足ACﾅｶﾑﾗ ﾕｷ

20 1520 澤田 早苗 愛知県ｻﾜﾀﾞ ｻﾅｴ

21 1521 渡辺 ゆりか 愛知県 天神橋ﾎﾟｲﾝﾄｸﾗﾌﾞﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ

22 1522 松本 華澄 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ

23 1523 宇野 まどか 静岡県ｳﾉ ﾏﾄﾞｶ

24 1524 神谷 尚子 愛知県ｶﾐﾔ ﾅｵｺ

25 1525 神谷 知沙 愛知県ｶﾐﾔ ﾁｻ

26 1526 小林 郁 岐阜県ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ

27 1527 山崎 静香 愛知県ﾔﾏｻｷ ｼｽﾞｶ

28 1528 三國 由依 愛知県ﾐｸﾆ ﾕｲ

29 1529 近藤 織江 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘｴ

30 1530 松井 恵里奈 愛知県ﾏﾂｲ ｴﾘﾅ

31 1531 毛利 迪香 大阪府ﾓｳﾘ ﾐﾁｶ

32 1532 江口 瞳 愛知県ｴｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ

33 1533 杉山 和加 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

34 1534 小林 優子 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ

35 1535 西尾 栞菜 愛知県ﾆｼｵ ｶﾝﾅ

36 1536 髙橋 伶奈 静岡県 ｽﾏｲﾘｰｴﾝｼﾞｪﾙﾀｶﾊｼ ﾚﾅ

37 1537 渡邊 敦子 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ

38 1538 寺田 遼子 静岡県ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳｺ

39 1539 浅野 ゆかり 愛知県 みらいｱｻﾉ ﾕｶﾘ

40 1540 上松 希子 岐阜県ｳｴﾏﾂ ﾏﾁｺ

41 1541 丹羽 幸子 愛知県 高浜走友会ﾆﾜ ｻﾁｺ

42 1542 坪井 仁美 静岡県ﾂﾎﾞｲ ﾋﾄﾐ

43 1543 吉田 結香 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ

44 1544 松井 景子 愛知県ﾏﾂｲ ｹｲｺ

45 1545 山端 理沙 愛知県ﾔﾏﾊﾞﾀ ﾘｻ

46 1546 細井 温子 愛知県ﾎｿｲ ｱﾂｺ

47 1547 市古 小夜香 愛知県ｲﾁｺﾞ ｻﾔｶ

48 1548 野村 理香 愛知県ﾉﾑﾗ ﾘｶ

49 1549 河村 英理香 愛知県 ﾊﾟｽｺｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ

50 1550 岡田 花織 愛知県ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/12/25/. TIME: 08:12. page1



EntryList9:10Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

5部ハーフ女子一般

2020/01/03

51 1551 岡田 めぐみ 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

52 1552 木本 由香理 滋賀県ｷﾓﾄ ﾕｶﾘ

53 1553 池崎 寛子 愛知県ｲｹｻﾞｷ ﾋﾛｺ

54 1554 李 瑶 愛知県ﾘ ﾖｳ

55 1555 片野 友梨香 愛知県ｶﾀﾉ ﾕﾘｶ

56 1556 荒川 志保美 愛知県ｱﾗｶﾜ ｼﾎﾐ

57 1557 西川 真理 愛知県ﾆｼｶﾜ ﾏﾘ

58 1558 齋藤 昴 静岡県ｻｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ

59 1559 山下 はな 愛知県 ﾙﾈｽ紅葉ｽﾎﾟｰﾂ柔整専門学校ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ

60 1560 杉浦 有紀 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｷ

61 1561 栗原 直子 三重県ｸﾘﾊﾗ ﾅｵｺ

62 1562 吉川 知沙 福井県ﾖｼｶﾜ ﾁｻ

63 1563 伊藤 まり 岐阜県ｲﾄｳ ﾏﾘ

64 1564 中原 舞 岐阜県ﾅｶﾊﾗ ﾏｲ

65 1565 幸村 聡子 愛知県ｺｳﾑﾗ ｻﾄｺ

66 1566 澤田 知里 愛知県ｻﾜﾀﾞ ﾁｻﾄ

67 1567 渡嘉敷 百合香 愛知県ﾄｶｼｷ ﾕﾘｶ

68 1568 鈴木 聖菜 愛知県 ﾍﾟｲｺﾞﾝｽﾞｽｽﾞｷ ｾｲﾅ

69 1569 稲垣 萌 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

70 1570 岩下 真依 岐阜県ｲﾜｼﾀ ﾏｲ

71 1571 小向 淳子 愛知県ｺﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｺ

72 1572 FUJII EMI 愛知県ﾌｼﾞｲ ｴﾐ

73 1573 宮澤 佑季 北海道ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ

74 1574 大西 美那 愛知県ｵｵﾆｼ ﾐﾅ

75 1575 日下 のぞみ 愛知県ｸｻｶ ﾉｿﾞﾐ

76 1891 関山 紗世 愛知県ｾｷﾔﾏ ｻﾖ
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