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ゴール
タイム

1 1562 小林 華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県 城北中学校 01:31:47

2 1569 榊原 海紗 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｻ 愛知県 中京大学 01:39:27

3 1633 宮島 亜希子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｷｺ 千葉県 石岡ＴＲＣ 01:39:56

4 1630 三浦 由紀子 ﾐｳﾗ ﾕｷｺ 愛知県 よかにせＰＲＣ 01:42:54

5 1586 土平 絢子 ﾂﾁﾋﾗ ｱﾔｺ 愛知県 前田塾 01:44:23

6 1534 占部 詩麻 ｳﾗﾍﾞ ｼﾏ 大阪府 01:45:08

7 1535 江野本 樹里 ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 富山県 ＣｌｕｂＭＳＲ 01:47:24

8 1523 伊藤 蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ 大阪府 ガンバフンバ 01:47:37

9 1511 石井 綾子 ｲｼｲ ｱﾔｺ 三重県 01:48:09

10 1653 渡辺 祐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 愛知県 01:50:28

11 1541 奥村 寛子 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｺ 愛知県 01:53:28

12 1559 畔木 里美 ｸﾛｷ ｻﾄﾐ 愛知県 01:53:28

13 1610 日野川角 富子 ﾋﾉｶﾜｽﾐ ﾄﾐｺ 愛知県 ＫＡＣ 01:54:11

14 1628 松本 優子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ 愛知県 01:59:34

15 1556 木俣 佐保子 ｷﾏﾀ ｻﾎｺ 滋賀県 02:00:14

16 1526 今井 祐里 ｲﾏｲ ﾕﾘ 岐阜県 02:00:23

17 1621 前島 彰子 ﾏｴｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 愛知県 02:00:34

18 1607 樋浦 えりこ ﾋｳﾗ ｴﾘｺ 三重県 02:00:35

19 1608 東出 亜子 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｺ 愛知県 02:01:11

20 1585 千葉 汐里 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 02:01:19

21 1590 冨川 智美 ﾄﾐｶﾜ ﾄﾓﾐ 愛知県 前田塾 02:01:43

22 1612 深井 圭子 ﾌｶｲ ｹｲｺ 愛知県 02:01:48

23 1551 神谷 玲花 ｶﾐﾔ ﾚｲｶ 愛知県 三河ＯＬＣ 02:01:58

24 1573 清水 恵美子 ｼﾐｽﾞ ｴﾐｺ 千葉県 02:02:10

25 1505 浅見 菜穂 ｱｻﾐ ﾅﾎ 愛知県 トライアングル 02:02:12

26 1617 星 美沙 ﾎｼ ﾐｻ 愛知県 02:02:26

27 1532 内山 映美 ｳﾁﾔﾏ ﾃﾙﾐ 愛知県 旭化成 02:02:39

28 1533 浦口 みちよ ｳﾗｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 兵庫県 02:02:46

29 1626 松橋 聡子 ﾏﾂﾊｼ ｻﾄｺ 愛知県 02:06:20

30 1644 山田 康代 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 愛知県 02:06:37

31 1641 矢島 由衣 ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 石川県 金沢大学 02:07:28

32 1635 村井 朝子 ﾑﾗｲ ｱｻｺ 愛知県 ＫＲＣ 02:07:32

33 1594 永井 奈々子 ﾅｶﾞｲ ﾅﾅｺ 岐阜県 02:08:09

34 1588 鶴田 めぐみ ﾂﾙﾀ ﾒｸﾞﾐ 岐阜県 02:09:00

35 1546 加藤 夏江 ｶﾄｳ ﾅﾂｴ 愛知県 02:11:12

36 1625 松葉 紀保子 ﾏﾂﾊﾞ ｷﾎｺ 愛知県 02:11:30

37 1638 毛利 純子 ﾓｳﾘ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 02:11:51

38 1566 斉藤 常 ｻｲﾄｳ ﾄｷﾜ 神奈川県 02:11:54

39 1503 赤松 香緒里 ｱｶﾏﾂ ｶｵﾘ 三重県 それラン 02:12:16

40 1521 伊東 佑子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 三重県 ＯＬＣルーパー 02:12:26
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41 1602 名村 彩加 ﾅﾑﾗ ｱﾔｶ 愛知県 02:12:32

42 1576 鈴木 良枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 愛知県 02:12:34

43 1554 北野 敬子 ｷﾀﾉ ｹｲｺ 愛知県 02:12:48

44 1623 真砂 淑子 ﾏｻｺﾞ ﾖｼｺ 愛知県 スズラン 02:13:46

45 1571 佐藤 美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 愛知県 サンセイ 02:16:09

46 1581 田中 桃子 ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ 愛知県 前田塾 02:16:53

47 1539 岡田 里奈 ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ 愛知県 02:17:37

48 1529 上野 忍 ｳｴﾉ ｼﾉﾌﾞ 愛知県 岩倉ランステ 02:18:38

49 1570 佐藤 知重 ｻﾄｳ ﾁｴ 岐阜県 02:18:49

50 1640 森 華子 ﾓﾘ ﾊﾅｺ 東京都 02:18:55

51 1629 満仲 尚子 ﾏﾝｼﾞｭｳ ﾅｵｺ 愛知県 丸八ランニングクラブ 02:19:11

52 1510 池口 真美 ｲｹｸﾞﾁ ﾏﾐ 愛知県 中日 02:19:53

53 1565 近藤 由紀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 三重県 02:19:58

54 1632 宮地 早祐里 ﾐﾔｼﾞ ｻﾕﾘ 京都府 02:20:32

55 1506 阿部 実智代 ｱﾍﾞ ﾐﾁﾖ 愛知県 ＳＲランナーズ 02:20:47

56 1609 久田 結花 ﾋｻﾀﾞ ﾕｶ 愛知県 02:21:57

57 1530 宇佐美 久美 ｳｻﾐ ｸﾐ 愛知県 02:22:20

58 1561 小林 郁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 岐阜県 02:22:39

59 1649 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 愛知県 いわくらランステ 02:23:02

60 1558 黒川 まゆ美 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕﾐ 愛知県 02:23:19

61 1652 若林 加奈子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 愛知県 02:23:21

62 1513 石川 順子 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 02:23:52

63 1604 林 愛 ﾊﾔｼ ｱｲ 滋賀県 02:24:13

64 1647 箭本 泉美 ﾔﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 大阪府 02:24:21

65 1601 夏目 和美 ﾅﾂﾒ ｶｽﾞﾐ 愛知県 02:24:37

66 1517 磯本 万里子 ｲｿﾓﾄ ﾏﾘｺ 愛知県 02:24:46

67 1620 堀川 知佐子 ﾎﾘｶﾜ ﾁｻｺ 愛知県 02:25:40

68 1591 富田 愛美 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 愛知県 02:25:45

69 1599 中武 麻美 ﾅｶﾀｹ ﾏﾐ 愛知県 愛知県心身障害児者コロニー 02:25:50

70 1553 川口 順子 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 02:26:00

71 1544 尾之内 千春 ｵﾉｳﾁ ﾁﾊﾙ 愛知県 02:27:12

72 1548 金子 美里 ｶﾈｺ ﾐｻﾄ 東京都 町田ハニーレモン 02:27:25

73 1531 内舘 由貴 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾕｷ 愛知県 02:28:01

74 1563 小林 真弓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 三重県 02:28:03

75 1567 酒井 沙登美 ｻｶｲ ｻﾄﾐ 愛知県 さっちゃんズ 02:29:15

76 1564 小林 ルミ子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾐｺ 滋賀県 02:29:19

77 1512 石井 歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 愛知県 02:30:25

78 1611 平澤 百合 ﾋﾗｻﾜ ﾕﾘ 岐阜県 ウィングラン・飛 02:30:56

79 1575 杉原 宏子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｺ 愛知県 02:31:01

80 1560 桑田 瑛子 ｸﾜﾀ ｴｲｺ 愛知県 02:31:03



3/4 
2018.12.15 
養老山脈トレイルランニングレース 
ＲＥＳＵＬＴ 【ショート１２ｋｍ女子】 

総合
順位

ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属
ゴール
タイム

81 1525 井上 貴子 ｲﾉｳｴ ﾀｶｺ 愛知県 岩倉ランステ 02:31:32

82 1600 中山 千佳 ﾅｶﾔﾏ ﾁｶ 愛知県 02:31:58

83 1596 中尾 遥 ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 東京都 02:33:08

84 1606 林 美都利 ﾊﾔｼ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県 02:33:31

85 1651 吉田 友梨 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ 愛知県 02:33:49

86 1639 森 千恵子 ﾓﾘ ﾁｴｺ 愛知県 たんぽぽ 02:34:23

87 1502 赤坂 智子 ｱｶｻｶ ﾄﾓｺ 滋賀県 02:35:40

88 1542 片山　久恵 ｶﾀﾔﾏ ﾋｻｴ 兵庫県 油コブシ 02:37:20

89 1552 鴨下 綾 ｶﾓｼﾀ ｱﾔ 愛知県 02:37:24

90 1522 伊藤 由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 愛知県 02:38:18

91 1549 兼森 泰子 ｶﾈﾓﾘ ﾔｽｺ 神奈川県 02:39:13

92 1507 安藤 静香 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞｶ 愛知県 02:39:15

93 1582 田中 友理 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 岐阜県 02:41:27

94 1650 吉田 美穂 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 岐阜県 02:42:32

95 1520 伊藤 麻美子 ｲﾄｳ ﾏﾐｺ 愛知県 02:43:22

96 1555 木野 笑綾 ｷﾉ ｴﾘ 愛知県 02:43:29

97 1527 伊里 珠実 ｲﾘ ﾀﾏﾐ 愛知県 02:43:42

98 1636 村岡 由美子 ﾑﾗｵｶ ﾕﾐｺ 愛知県 トライアングル 02:44:20

99 1622 前田 遥 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 愛知県 02:44:53

100 1583 谷 由美 ﾀﾆ ﾕﾐ 愛知県 02:45:22

101 1614 福岡 里奈 ﾌｸｵｶ ﾘﾅ 愛知県 02:47:05

102 1616 古川 亮子 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｺ 岐阜県 02:47:22

103 1568 坂上 幾美 ｻｶｶﾞﾐ ｲｸﾐ 三重県 02:49:08

104 1634 宗像 晴子 ﾑﾅｶﾀ ﾊﾙｺ 千葉県 02:50:33

105 1593 内藤 淑恵 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｴ 愛知県 岩倉ランステ 02:50:47

106 1615 藤井 仁美 ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 愛知県 岩倉ランステ 02:50:47

107 1524 稲富 郁子 ｲﾅﾄﾐ ｲｸｺ 愛知県 旭化成ファーマ 02:50:55

108 1618 星野 仁美 ﾎｼﾉ ﾋﾄﾐ 愛知県 02:51:42

109 1579 高橋 奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 愛知県 02:52:42

110 1605 林 紀華 ﾊﾔｼ ｷｶ 愛知県 02:52:43

111 1643 山崎 由紀子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷｺ 愛知県 02:52:50

112 1642 山内 由美 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾐ 愛知県 02:52:51

113 1508 飯塚 理恵 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｴ 神奈川県 02:55:24

114 1543 小田 望 ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 滋賀県 02:57:34

115 1509 伊串 有味子 ｲｸﾞｼ ﾕﾐｺ 愛知県 02:58:06

116 1619 堀田 直美 ﾎｯﾀ ﾅｵﾐ 愛知県 03:00:33

117 1574 杉江 栄美 ｽｷﾞｴ ｴﾐ 愛知県 スズラン 03:00:37

118 1637 村瀬 佳子 ﾑﾗｾ ｹｲｺ 愛知県 03:02:20

119 1592 豊吉 久美子 ﾄﾖｼ ｸﾐｺ 愛知県 03:04:45

120 1550 神野 あさみ ｶﾐﾉ ｱｻﾐ 愛知県 03:04:45
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121 1519 板坂 秀子 ｲﾀｻｶ ﾋﾃﾞｺ 愛知県 ＴＡＯ陸上部 03:04:52

122 1580 田中 敦子 ﾀﾅｶ ｱﾂｺ 岐阜県 03:06:21

123 1627 松本 愛子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ 愛知県 ＡＣＲＯ 03:13:28

124 1518 板坂 圭子 ｲﾀｻｶ ｹｲｺ 愛知県 ＴＡＯ陸上部 03:13:44

125 1624 松永 貴美 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾐ 岐阜県 03:19:54

126 1631 水谷 美咲 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 三重県 03:25:32

127 1584 近森 唯奈 ﾁｶﾓﾘ ﾕｲﾅ 三重県 03:25:33

128 1603 幅 佐緒里 ﾊﾊﾞ ｻｵﾘ 愛知県 03:26:41

129 1514 石川 千尋 ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 三重県 石川畳店 03:41:23

DNF 1572 澤橋 庸子 ｻﾜﾊｼ ﾖｳｺ 東京都

DNF 1577 染谷 仁美 ｿﾒﾔ ﾋﾄﾐ 岐阜県


