
No. 氏名 地区 チーム名 No. 氏名 地区 チーム名

2001 嶺山 万紀子 滋賀県 チームbonbon 2035 辻村 和美 大阪府

2002 大西 敦子 滋賀県 チームBonBon 2036 宮田 菜摘 愛知県 フィトンチッドRT

2003 松井 妙子 奈良県 2037 吉田 沙織 京都府

2004 小林 真智子 大阪府 2038 神生 今日子 三重県 TEAM HARUKU

2005 中川 由美 大阪府 ナカガワAS・K’デザイン 2039 伊藤 優以 兵庫県 ZERO UNO FRONTIRE

2006 山本 美帆 三重県 ちゃりん娘サポーター 2040 進藤 尚子 京都府

2007 櫻井 香織 三重県 ブレイカーズ 2041 勝本 和江 徳島県

2008 竹田 昭子 愛知県 上飯田第二公団 2042 芝山 真琴 大阪府

2009 道木 埜有 愛知県 2043 中村 理左子 三重県

2010 道木 加絵 愛知県 2044 坂本 恵 徳島県

2011 藤原 里絵子 石川県 2045 香月 真理子 三重県

2012 山田 敏子 愛知県 2046 上野 真椰 愛知県 KOGMA Racing

2013 森下 沙穂 三重県 三味線レーシング 2047 小澤 真理子 富山県 毒キノコ連合

2014 鈴木 えつこ 岐阜県 2048 森長 佳世 京都府 みかん号

2015 三浦 愛 奈良県 Team M 2049 須鎗 佐代子 徳島県

2016 岸 美里 京都府 GSユアサ京都自転車部 2050 森下 綾乃 三重県 Tokai Potenza

2017 清水 香奈 京都府 GSユアサ京都自転車部 2051 中谷 博子 奈良県

2018 石橋 裕子 兵庫県 BS Racing 2052 沼田 信子 静岡県 ﾐｿﾉｲﾚｰﾁﾞﾝｸﾞﾁｰﾑ

2019 西尾 七海 北海道 北海道大学トライアスロン部ちゃらんけ 2053 墨谷 ゆう子 福井県

2020 藤澤 知巳 愛知県 2054 香月 晶 大阪府 ラビットストリート

2021 木村 五月 三重県 2055 吉村 和美 徳島県 おっさん自転車

2022 吉崎 和美 奈良県 2056 細川 寿美子 東京都 BEACH10%

2023 平子 結菜 三重県 2057 木下 理代子 愛知県 チームとらちゃんず

2024 平野 友恵 愛知県 ﾌｯﾄﾜｰｸRC 2058 三木 智世 兵庫県

2025 松永 有香子 岐阜県 2059 服部 智美 三重県

2026 三島 雅世 大阪府 2060 木下 菜々 大阪府

2027 山内 麻代 神奈川 2061 松田 三智子 兵庫県

2028 吉岡 悦子 兵庫県 2062 永井 理加 愛知県

2029 竹田 美和子 兵庫県 西宮市歯科医師会自転車部 2063 小阪 はるな 兵庫県

2030 岡崎 かな 静岡県 2064 柳田 佳奈江 三重県 ターミネーターRT

2031 近藤 ひとみ 愛知県 team.BlackStomach 2065 岸 真実 徳島県 ＣＳ

2032 江頭 亜矢子 三重県 ブレイカーズ 5001 松本 奈々 ちゃりん娘

2033 金城 静枝 大阪府 CANNONDALE教 5002 小川 桂子

2034 遠松 純子 愛知県 デストラ

3時間ソロ・女子　スタート/13:30　ゼッケン色(赤)　67名


