
1/2

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属 カテゴリ

10 吉住 友里 ヨシズミ ユリ 山梨県 富士山の銘水 30代

601 浅井 敬子 アサイ ケイコ 愛知県 40代

602 渥美 かおり アツミ カオリ 愛知県 ＲａｙｏｆＬｉｇｈｔ 40代

603 阿部 初音 アベ ハツネ 埼玉県 中学～29歳

604 阿波崎 はるな アワサキ ハルナ 愛知県 30代

605 池上 美沙子 イケガミ ミサコ 東京都 ＴＥＡＭ顔振 50代

606 池神 悠希 イケガミ ユウキ 神奈川県 あべ整形外科 中学～29歳

607 今井 三枝子 イマイ ミエコ 長野県 50代

608 入江 優佳 イリエ ユカ 長野県 ろぐちゃんＲＣ 50代

609 上野 幹子 ウエノ ミキコ 香川県 香川ＲＣ遊 40代

610 大嶋 ひとみ オオシマ ヒトミ 長野県 中学～29歳

611 大村 和歌子 オオムラ ワカコ 静岡県 40代

612 長田 紗世 オサダ サヨ 愛知県 無洗米大学陸上競技部 30代

613 加藤 さとみ カトウ サトミ 岐阜県 40代

614 加藤 貴子 カトウ タカコ 愛知県 にこちゃん 50代

615 川上 理代湖 カワカミ リヨコ 長野県 上牧ＲＣ 40代

616 澤 祐子 サワ ユウコ 愛知県 50代

617 澤田 真由美 サワダ マユミ 愛知県 なのちゃんの 50代

618 須藤 菜美 スドウ ナミ 愛知県 30代

619 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 長野県 50代

620 千田 沙也可 チダ サヤカ 愛知県 中学～29歳

621 中川 恵美子 ナカガワ エミコ 奈良県 60歳以上

622 中島 真由美 ナカシマ マユミ 愛知県 50代

623 中出 倫留 ナカデ ミチル 石川県 40代

624 西村 小百合 ニシムラ サユリ 岐阜県 50代

625 秦 舞 ハタ マイ 愛知県 30代

626 幡野 真美 ハタノ マミ 山梨県 中学～29歳

627 羽山 由樹 ハヤマ ユキ 奈良県 中学～29歳

628 原 洋子 ハラ ヨウコ 長野県 50代

629 久森 由紀子 ヒサモリ ユキコ 長野県 50代

630 藤本 有季 フジモト ユキ 長野県 ＯＮＩＧＵＮＳＯＵ練 30代
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631 ベルグマン ジャネット ベルグマン ジャネット 愛知県 ピンキーブレイン 40代

632 松岡 深雪 マツオカ ミユキ 東京都 50代

633 三重野 順子 ミエノ ジュンコ 長野県 50代

634 三澤 由美 ミサワ ユミ 長野県 上牧ＲＣ 50代

635 八木 碧惟 ヤギ アオイ 静岡県 山援隊 中学～29歳

636 安松 慧 ヤスマツ ケイ 神奈川県 30代

637 山﨑 千夏 ヤマザキ チナツ 長野県 中学～29歳

638 山田 恵里 ヤマダ エリ 愛知県 40代

639 山本 美沙恵 ヤマモト ミサエ 長野県 30代

640 吉川 ひとみ ヨシカワ ヒトミ 愛知県 60歳以上

641 吉澤 利代 ヨシザワ トシヨ 長野県 40代

642 依田 紀美 ヨダ キミ 長野県 40代

643 米川 治美 ヨネカワ ハルミ 神奈川県 60歳以上

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ロング２１ｋｍ女子】


