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レース
　№

種目 氏名 カナ 年齢 性別

1101 10.55kmクォーター 女子　16歳以上石黒 千奈 イシグロ チナ 32 女性 愛知県
1102 10.55kmクォーター 女子　16歳以上今村 京子 イマムラ キョウコ 46 女性 愛知県
1103 10.55kmクォーター 女子　16歳以上岩瀬 なぎさ イワセ ナギサ 36 女性 滋賀県
1104 10.55kmクォーター 女子　16歳以上岩田 結花 イワタ ユカ 61 女性 愛知県
1105 10.55kmクォーター 女子　16歳以上大久保 理紗 オオクボ リサ 34 女性 愛知県
1106 10.55kmクォーター 女子　16歳以上大島 喜久栄 オオシマ キクエ 60 女性 岐阜県
1107 10.55kmクォーター 女子　16歳以上大橋 麻衣 オオハシ マイ 40 女性 愛知県
1108 10.55kmクォーター 女子　16歳以上小野 明美 オノ アケミ 63 女性 岐阜県
1109 10.55kmクォーター 女子　16歳以上片桐 英子 カタギリ エイコ 58 女性 愛知県
1110 10.55kmクォーター 女子　16歳以上蟹江 祥子 カニエ ショウコ 54 女性 愛知県
1111 10.55kmクォーター 女子　16歳以上木村 さおり キムラ サオリ 44 女性 岐阜県
1112 10.55kmクォーター 女子　16歳以上小林 明子 コバヤシ アキコ 33 女性 三重県
1113 10.55kmクォーター 女子　16歳以上近藤 亜衣 コンドウ アイ 25 女性 岐阜県
1114 10.55kmクォーター 女子　16歳以上篠田 真由美 シノダ マユミ 56 女性 愛知県
1115 10.55kmクォーター 女子　16歳以上志水 恭子 シミズ キョウコ 46 女性 愛知県
1116 10.55kmクォーター 女子　16歳以上園部 美保子 ソノベ ミホコ 54 女性 三重県
1117 10.55kmクォーター 女子　16歳以上竹内 富美 タケウチ フミ 54 女性 愛知県
1118 10.55kmクォーター 女子　16歳以上竹葉 みどり タケハ ミドリ 54 女性 京都府
1119 10.55kmクォーター 女子　16歳以上田中 唯 タナカ ユイ 33 女性 愛知県
1120 10.55kmクォーター 女子　16歳以上寺浦 知里 テラウラ チサト 27 女性 愛知県
1121 10.55kmクォーター 女子　16歳以上中井 恵美子 ナカイ エミコ 58 女性 愛知県
1122 10.55kmクォーター 女子　16歳以上長坂 千恵美 ナガサカ チエミ 67 女性 愛知県
1123 10.55kmクォーター 女子　16歳以上中瀬 かおり ナカセ カオリ 52 女性 三重県
1124 10.55kmクォーター 女子　16歳以上中村 千穂 ナカムラ チホ 41 女性 三重県
1125 10.55kmクォーター 女子　16歳以上西尾 有紀 ニシオ ユキ 45 女性 三重県
1126 10.55kmクォーター 女子　16歳以上西岡 恵子 ニシオカ エイコ 44 女性 岐阜県
1127 10.55kmクォーター 女子　16歳以上早川 尚美 ハヤカワ ナオミ 55 女性 三重県
1128 10.55kmクォーター 女子　16歳以上平松 敏子 ヒラマツ トシコ 71 女性 愛知県
1129 10.55kmクォーター 女子　16歳以上船橋 海里 フナハシ ミノリ 25 女性 三重県
1130 10.55kmクォーター 女子　16歳以上前田 晶子 マエダ アキコ 48 女性 三重県
1131 10.55kmクォーター 女子　16歳以上八木 美千子 ヤギ ミチコ 46 女性 愛知県
1132 10.55kmクォーター 女子　16歳以上山田 みゆき ヤマダ ミユキ 46 女性 愛知県
1133 10.55kmクォーター 女子　16歳以上米川 サチ代 ヨネカワ サチヨ 50 女性 三重県
1134 10.55K クォーター清水　友子 シミズ　トモコ 47 女性 三重県
1135 10.55K クォーター藤井　まどか フジイ　マドカ 33 女性 三重県


