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1 2701 二宮 結花 愛知県ﾆﾉﾐﾔ ﾕｲｶ

2 2702 北川 莉那 滋賀県ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾅ

3 2703 青山 沙希 三重県ｱｵﾔﾏ ｻｷ

4 2704 秋山 薫 愛知県ｱｷﾔﾏ ｶｵﾙ

5 2705 近藤 麻沙美 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ

6 2706 飯田 真奈美 愛知県 ELMｲｲﾀﾞ ﾏﾅﾐ

7 2707 加藤 真希 大分県ｶﾄｳ ﾏｷ

8 2708 山本 祐希 静岡県 飛鳥走遊会ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

9 2709 加藤 奈津季 静岡県 HondaRCｶﾄｳ ﾅﾂｷ

10 2710 三上 和海 愛知県 三上ﾌｧﾐﾘｰﾐｶﾐ ﾜｶ

11 2711 阪部 あずさ 北海道 美馬牛小学校ｻｶﾍﾞ ｱｽﾞｻ

12 2712 桑田 瑛子 愛知県ｸﾜﾀ ｴｲｺ

13 2713 兵藤 桐子 愛知県ﾋｮｳﾄﾞｳ ｷﾘｺ

14 2714 服部 稜歩 三重県ﾊｯﾄﾘ ｲﾂﾎ

15 2715 石原 聡美 愛知県 AACｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ

16 2716 高柳 麻子 愛知県 水曜浜町の会ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｻｺ

17 2717 早川 優子 愛知県ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｺ

18 2718 落合 由美 愛知県ｵﾁｱｲ ﾕﾐ

19 2719 小川 鮎美 愛知県ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ

20 2720 惠 亜矢 宮崎県ﾒｸﾞﾐ ｱﾔ

21 2721 小林 みき 愛知県 ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ

22 2722 神谷 有美子 神奈川県ｶﾐﾔ ﾕﾐｺ

23 2723 高橋 美帆 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

24 2724 坂本 彩香 愛知県ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

25 2725 長坂 美里 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ﾐｻﾄ

26 2726 青木 まどか 愛知県ｱｵｷ ﾏﾄﾞｶ

27 2727 巣山 実咲 愛知県ｽﾔﾏ ﾐｻｷ

28 2728 設楽 綾 愛知県ｼﾀﾗ ｱﾔ

29 2729 杉浦 貴恵 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｷｴ

30 2730 早川 里美 愛知県ﾊﾔｶﾜ ｻﾄﾐ

31 2731 山田 優子 愛知県 公務員ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ

32 2732 大石 陽子 愛知県ｵｵｲｼ ﾖｳｺ

33 2733 稲垣 美穂 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾎ

34 2734 石崎 真理 愛知県ｲｼｻﾞｷ ﾏﾘ

35 2735 佐藤 公美 愛知県ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ

36 2736 高木 栞 愛知県ﾀｶｷﾞ ｼｵﾘ

37 2737 早川 幸子 愛知県ﾊﾔｶﾜ ｻﾁｺ

38 2738 岩田 沙奈江 愛知県ｲﾜﾀ ｻﾅｴ

39 2739 杉浦 幸恵 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｻﾁｴ

40 2740 小松 もも 愛知県ｺﾏﾂ ﾓﾓ

41 2741 溝渕 杏実 愛知県ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｱﾐ

42 2742 今井 美佑 愛知県ｲﾏｲ ﾐﾕ

43 2743 辻山 香里 愛知県ﾂｼﾞﾔﾏ ｶｵﾘ

44 2744 平岩 望海 愛知県ﾋﾗｲﾜ ﾉｿﾞﾐ

45 2745 美野部 里佳 愛知県ﾐﾉﾍﾞ ﾘｶ

46 2746 高井 絵美 三重県ﾀｶｲ

47 2747 長尾 史奈 愛知県ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾅ

48 2748 勝田 萌 愛知県ｶﾂﾀﾞ ﾓｴ

49 2749 盛田 裕子 三重県ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ

50 2750 木下 恵子 愛知県ｷﾉｼﾀ ｹｲｺ
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51 2751 木下 祐子 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾕｳｺ

52 2752 可知 佳奈 愛知県ｶﾁ ｶﾅ

53 2753 五十嵐 典子 愛知県ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ

54 2754 梅村 萌 愛知県ｳﾒﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

Timing & Scorring WAKITA SoftDate: 2019/12/25/. TIME: 08:12. page2


