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1 1730 吉田 祥子 愛知県 安城快足ACﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ

2 1731 八木 早苗 愛知県ﾔｷﾞ ｻﾅｴ

3 1732 木村 玲美 静岡県ｷﾑﾗ ﾅﾙﾐ

4 1733 三谷 里香子 青森県 公文式尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ教室ﾐﾀﾆ ﾘｶｺ

5 1734 酒井 淳子 静岡県 てんまACｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ

6 1735 奥村 智子 愛知県ｵｸﾑﾗ ﾄﾓｺ

7 1736 甲斐 直美 愛知県ｶｲ ﾅｵﾐ

8 1737 村本 照美 大阪府ﾑﾗﾓﾄ ﾃﾙﾐ

9 1738 鷹羽 ﾙﾘ子 愛知県ﾀｶﾊﾞ ﾙﾘｺ

10 1739 宮前 若恵 石川県 NTT北陸ﾐﾔﾏｴ ﾜｶｴ

11 1740 村上 知恵美 三重県 ﾁｰﾑ ﾌﾞﾗｽﾄﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ

12 1741 黒柳 美保子 愛知県ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾐﾎｺ

13 1742 杉江 聖子 愛知県ｽｷﾞｴ ｾｲｺ

14 1743 江坂 由紀 愛知県ｴｻﾞｶ ﾕｷ

15 1744 岡田 賀子 愛知県 安城市ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ

16 1745 滝沢 章子 静岡県 ARC静岡ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ

17 1746 沓名 香子 愛知県ｸﾂﾅ ｷｮｳｺ

18 1747 田原 美江子 長野県ﾀﾊﾗ ﾐｴｺ

19 1748 上田 正子 愛知県ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ

20 1749 浅沼 玉希 兵庫県 ｸﾞﾗﾝｼｴﾙｱｻﾇﾏ ﾀﾏｷ

21 1750 名谷 紫央 愛知県ﾅﾀﾆ ｼｵ

22 1751 三浦 由紀子 愛知県ﾐｳﾗ ﾕｷｺ

23 1752 松山 文子 静岡県ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐｺ

24 1753 齋藤 恭子 愛知県 碧ACｻｲﾄｳ ｷｮｳｺ

25 1754 山本 由紀 愛知県 ｱｼﾞｱﾝ奈津子ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

26 1755 久保 裕子 愛知県 TJｸﾎﾞ ﾕｳｺ

27 1756 阿部 実智代 愛知県 SRﾗﾝﾅｰｽﾞｱﾍﾞ ﾐﾁﾖ

28 1757 杉本 陽子 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

29 1758 三森 薫 愛知県 天白川走友会ﾐﾂﾓﾘ ｶｵﾙ

30 1759 須磨 千絵 愛知県ｽﾏ ﾁｴ

31 1760 宮原 明美 愛知県ﾐﾔﾊﾗ ｱｹﾐ

32 1761 藪内 みどり 愛知県ﾔﾌﾞｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ

33 1762 葛山 園予 愛知県 (株)新晃製作所ｶﾂﾔﾏ ｿﾉﾖ

34 1763 小﨑 文子 愛知県ｺｻﾞｷ ｱﾔｺ

35 1764 寺西 広子 愛知県ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｺ

36 1765 永坂 里美 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ｻﾄﾐ

37 1766 柴田 裕紀子 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ

38 1767 浜田 真実 大阪府ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐ

39 1768 服部 千鶴子 三重県ﾊｯﾄﾘ ﾁﾂﾞｺ

40 1769 中村 理恵子 愛知県 あいち健康の森ﾅｶﾑﾗ ﾘｴｺ

41 1770 渡邊 恵美子 東京都ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ

42 1771 小暮 比早代 愛知県ｺｸﾞﾚ ﾋｻﾖ

43 1772 小川 のり子 愛知県 ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｵｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

44 1773 岡田 有紀子 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ

45 1774 伊藤 みゆき 愛知県ｲﾄｳ ﾐﾕｷ

46 1775 佐宗 眞理子 愛知県 ｸﾞﾗﾝｼｴﾙｻｿｳ ﾏﾘｺ

47 1776 杉浦 里美 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄﾐ

48 1777 加茂下 万有美 愛知県 FROGｶﾓｼﾀ ﾏﾕﾐ

49 1778 畔木 里美 愛知県ｸﾛｷ ｻﾄﾐ

50 1779 日置 香苗 愛知県 丸八ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾋｵｷ ｶﾅｴ
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51 1780 久田 結花 愛知県ﾋｻﾀﾞ ﾕｶ

52 1781 釣井 雅子 愛知県ﾂﾙｲ ﾏｻｺ

53 1782 渋谷 真由美 愛知県ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ

54 1783 岩室 万里子 愛知県ｲﾜﾑﾛ ﾏﾘｺ

55 1784 平岡 里美 愛知県ﾋﾗｵｶ ｻﾄﾐ

56 1785 杉本 奈津子 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ

57 1786 武田 清江 愛知県ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｴ

58 1787 笹倉 裕枝 愛知県ｻｻｸﾗ ﾋﾛｴ

59 1788 濱田 佳代 愛知県ﾊﾏﾀﾞ ｶﾖ

60 1789 城田 恵美 愛知県ｼﾛﾀ ｴﾐ

61 1790 高田 佳子 愛知県ﾀｶﾀ ｹｲｺ

62 1791 瀬戸 由里子 愛知県ｾﾄ ﾕﾘｺ

63 1792 村瀬 文子 石川県ﾑﾗｾ ｱﾔｺ

64 1793 谷口 里弥 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄﾐ

65 1794 村尾 玲子 愛知県ﾑﾗｵ ﾚｲｺ

66 1795 榊原 由香 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｶ

67 1796 田中 妙子 愛知県ﾀﾅｶ ﾀｴｺ

68 1797 郡 祐子 愛知県ｺｵﾘ ﾕｳｺ

69 1798 堀木 なお子 愛知県ﾎﾘｷ ﾅｵｺ

70 1799 山田 千恵 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ

71 1800 児玉 恵子 愛知県ｺﾀﾞﾏ ｹｲｺ

72 1801 塩井 節子 愛知県ｼｵｲ ｾﾂｺ

73 1802 片野 紀子 愛知県ｶﾀﾉ ﾉﾘｺ

74 1803 坂本 めぐみ 愛知県ｻｶﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ

75 1804 白井 由起子 愛知県ｼﾗｲ ﾕｷｺ

76 1805 山口 眞由美 愛知県 ちきわん走友会ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

77 1806 稲垣 美幸 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕｷ

78 1807 幾永 みどり 愛知県ｲｸﾅｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ

79 1808 豊田 深幸 愛知県 かみごうRAﾄﾖﾀﾞ ﾐﾕｷ

80 1809 石黒 香 愛知県ｲｼｸﾞﾛ ｶｵﾘ

81 1810 川瀬 敦子 愛知県ｶﾜｾ ｱﾂｺ

82 1811 大橋 晴子 京都府ｵｵﾊｼ ﾊﾙｺ

83 1812 大原 文代 愛知県ｵｵﾊﾗ ﾌﾐﾖ

84 1813 山下 亜紀 愛知県ﾔﾏｼﾀ ｱｷ

85 1814 下野 美佐 愛知県ｼﾓﾉ ﾐｻ

86 1815 野村 章子 愛知県ﾉﾑﾗ ｼｮｳｺ

87 1816 稲垣 紫乃 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｼﾉ

88 1817 吉川 和美 愛知県ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ

89 1818 浅井 恵子 愛知県ｱｻｲ ｹｲｺ

90 1819 大羽 智恵美 愛知県ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ

91 1820 秋元 雅子 愛知県ｱｷﾓﾄ ﾏｻｺ

92 1821 今井 和美 愛知県ｲﾏｲ ｶｽﾞﾐ

93 1822 加藤 徳美 愛知県ｶﾄｳ ﾅﾙﾐ

94 1823 牧田 裕子 愛知県ﾏｷﾀ ﾕｳｺ

95 1824 岡本 真弓 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

96 1825 渡辺 恵里 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ

97 1826 宮澤 尚美 愛知県ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾐ

98 1827 松浦 由美子 愛知県ﾏﾂｳﾗ ﾕﾐｺ

99 1828 坂井 真由美 岐阜県ｻｶｲ ﾏﾕﾐ

100 1829 上山 真理枝 愛知県ｳｴﾔﾏ ﾏﾘｴ
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101 1830 種村 典子 愛知県ﾀﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ

102 1831 杉本 ゆかり 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶﾘ

103 1832 石川 恵子 愛知県ｲｼｶﾜ ｹｲｺ

104 1833 安田 伯美 愛知県ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾐ

105 1834 鈴木 真弓 愛知県ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ

106 1835 近藤 真由美 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ

107 1836 須藤 みさ子 愛知県ｽﾄﾞｳ ﾐｻｺ

108 1837 神谷 みどり 愛知県ｶﾐﾔ ﾐﾄﾞﾘ

109 1859 佐藤 幸子 愛知県ｻﾄｳ ｻﾁｺ
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