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 Pos BIB DIS TEAMNAME

15部10km女子50歳代

2020/01/03

1 2810 岡田 裕子 神奈川県ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ

2 2811 小山内 祥子 青森県ｵｻﾅｲ ｼｮｳｺ

3 2812 藤城 郁美 愛知県 ﾄﾗｲｽﾃﾗﾌｼﾞｼﾛ ｲｸﾐ

4 2813 阿部 美恵 愛知県 豊橋楽走連ｱﾍﾞ ﾐｴ

5 2814 後閑 文子 東京都ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ

6 2815 三輪 直美 愛知県ﾐﾜ ﾅｵﾐ

7 2816 柴田 美子 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｺ

8 2817 堀田 貴子 愛知県 安城快足ACﾎｯﾀ ﾀｶｺ

9 2818 山本 浩美 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

10 2819 横井 美穂 愛知県ﾖｺｲ ﾐﾎ

11 2820 吉田 寛美 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ

12 2821 永富 ちよみ 愛知県 ｸﾞﾗﾝｼｴﾙﾅｶﾞﾄﾐ ﾁﾖﾐ

13 2822 梅原 恵子 愛知県 名城ARCｳﾒﾊﾗ ｹｲｺ

14 2823 三上 千草 愛知県 三上ﾌｧﾐﾘｰﾐｶﾐ ﾁｸﾞｻ

15 2824 今崎 さとみ 愛知県ｲﾏｻｷ ｻﾄﾐ

16 2825 山本 環 静岡県 蹴上王者ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ

17 2826 古川 美紀 愛知県ﾌﾙｶﾜ ﾐｷ

18 2827 堂道 みどり 三重県ﾄﾞｳﾐﾁ ﾐﾄﾞﾘ

19 2828 花田 明美 愛知県ﾊﾅﾀﾞ ｱｹﾐ

20 2829 田中 如以 愛知県 百花繚RUNﾀﾅｶ ﾅｵｲ

21 2830 神谷 良子 愛知県ｶﾐﾔ ﾅｶﾞｺ

22 2831 宮林 美智代 愛知県ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ

23 2832 鈴木 圭子 愛知県ｽｽﾞｷ ｹｲｺ

24 2833 代田 美幸 愛知県ﾀﾞｲﾀ ﾐﾕｷ

25 2834 川嶋 啓子 愛知県ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ

26 2835 広瀬 圭美 愛知県ﾋﾛｾ ﾀﾏﾐ

27 2836 吉良 裕代 三重県 あすたまｷﾗ ﾋﾛﾖ

28 2837 廣瀬 嘉美 愛知県ﾋﾛｾ ﾖｼﾐ

29 2838 原田 由美子 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ

30 2839 小塚 優子 愛知県ｺﾂﾞｶ ﾕｳｺ

31 2840 津原 里恵 静岡県 上石野ACﾂﾊﾗ ﾘｴ

32 2841 高橋 真由美 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ

33 2842 國廣 直子 愛知県 訪問看護なみきｸﾆﾋﾛ ﾅｵｺ

34 2843 福岡 伸子 愛知県 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌｸｵｶ ｼﾝｺ

35 2844 浅田 須麻子 愛知県ｱｻﾀﾞ ｽﾏｺ

36 2845 津田 智子 愛知県ﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ

37 2846 横井 通世 愛知県ﾖｺｲ ﾐﾁﾖ

38 2847 長谷川 富貴子 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｷｺ

39 2848 村上 雅世 愛知県ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾖ

40 2849 渡邉 里美 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ

41 2850 近藤 みゆき 愛知県 安城快足ACｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ

42 2851 野島 美由樹 愛知県ﾉｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

43 2852 星野 文子 愛知県ﾎｼﾉ ﾌﾐｺ

44 2853 西尾 みどり 愛知県ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ

45 2854 加藤 厚子 愛知県ｶﾄｳ ｱﾂｺ

46 2855 片桐 英子 愛知県ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲｺ

47 2856 中尾 豊子 愛知県ﾅｶｵ ﾄﾖｺ

48 2857 篠田 真由美 愛知県ｼﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ

49 2858 谷口 由香 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｶ

50 2859 川島 悦代 静岡県ｶﾜｼﾏ ｴﾂﾖ
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51 2860 福島 陽子 愛知県ﾌｸｼﾏ ﾖｳｺ

52 2862 稲生 みづほ 愛知県ｲﾉｳ ﾐﾂﾞﾎ

53 2863 村松 久美 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐ

54 2864 岩間 秀子 愛知県ｲﾜﾏ ﾋﾃﾞｺ

55 2865 岡田 紀子 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｺ
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