
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 10072 Samantha Lynn Samantha Lynn 沖縄市 0:44:102 10037 与儀　依子 ﾖｷﾞ ﾖﾘｺ 北中城村 0:45:403 10035 山本　芽依 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 名護市 0:46:244 10032 野口　歩美 ﾉｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 那覇市 0:46:455 10058 新垣　佳織 ｱﾗｶｷ ｶｵﾘ 南風原町 0:47:206 10060 平良　怜南 ﾀｲﾗ ﾚﾅ 沖縄市 0:47:447 12134 Gates Lynsee Laura Gates Lynsee Laura 外国人 0:49:168 10085 東江　静乃 ｱｶﾞﾘｴ ｼｽﾞﾉ 沖縄市 0:50:089 10249 松堂　亜紀乃 ﾏﾂﾄﾞｳ ｱｷﾉ 浦添市 0:51:2010 10273 比嘉　琴梨 ﾋｶﾞ ｺﾄﾘ 宜野湾市 0:51:2511 10065 玉城　美空 ﾀﾏｷ ﾐｸ 西原町 0:51:2912 10164 Scott May Lisa Scott May Lisa 外国人 0:53:3813 10188 児玉　聡子 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｺ 石垣市 0:53:4414 12001 大城　凛夏 ｵｵｼﾛ ﾘﾝｶ うるま市 0:53:4915 10095 谷村　純代 ﾀﾆﾑﾗ ｽﾐﾖ うるま市 0:54:3816 10200 砂川　和美 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 那覇市 0:55:0617 10583 島袋　琉穂 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘﾎ 沖縄市 0:55:3318 10469 菅　遥楓 ｽｶﾞ ﾊﾙｶ 沖縄市 0:55:3419 10230 仲間　希咲 ﾅｶﾏ ｷｻｷ 南風原町 0:56:0420 10210 Reika Patterson ﾚｲｶ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 外国人 0:56:1421 10260 座間味　菜那子 ｻﾞﾏﾐ ﾅﾅｺ 沖縄市 0:56:1622 10202 金城　与理子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖﾘｺ うるま市 0:56:3323 10892 Sile Nic Chormaic Sile Nic Chormaic 恩納村 0:57:0324 10278 後藤　一菜 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾅ 浦添市 0:57:2125 10272 兼久　るみ ｶﾈｸ ﾙﾐ うるま市 0:57:3726 10280 金城　妃香 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾖ うるま市 0:57:4627 10216 花城　美香子 ﾊﾅｼﾛ ﾐｶｺ 名護市 0:57:4828 10533 比嘉　千晴 ﾋｶﾞ ﾁﾊﾙ 読谷村 0:57:5029 10401 Flanagan Julia Marguerite Flanagan Julia Marguerite 外国人 0:57:5330 10701 喜屋武　悠香里 ｷｬﾝ ﾕｶﾘ うるま市 0:58:1031 10782 矢羽田　やよい ﾔﾊﾀ ﾔﾖｲ 宜野湾市 0:58:3232 10255 伊波　由里子 ｲﾊ ﾕﾘｺ うるま市 0:58:3933 10357 當銘　真緒 ﾄｳﾒ ﾏｵ うるま市 0:58:4134 10460 新垣　桃子 ｱﾗｶｷ ﾓﾓｺ 豊見城市 0:58:5635 10537 田中　智枝 ﾀﾅｶ ﾄﾓｴ うるま市 0:59:0136 10358 平山　亮子 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳｺ 浦添市 0:59:0937 10177 嶺井　瑠莉花 ﾐﾈｲ ﾙﾘｶ 今帰仁村 0:59:1038 10031 崎山　愛美 ｻｷﾔﾏ ﾏﾅﾐ 宜野湾市 0:59:3039 11220 上原　園子 ｳｴﾊﾗ ｿﾉｺ 那覇市 1:00:0040 10238 Snodgrass Loren Stefanie Snodgrass Loren Stefanie 外国人 1:00:0441 10532 玉城　一美 ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾐ 西原町 1:00:2542 10088 金城　京子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷｮｳｺ うるま市 1:00:2643 10631 加原　奈美 ｶﾊﾗ ﾅﾐ 沖縄市 1:00:3544 10486 武曽　由香子 ﾑｿｳ ﾕｶｺ 那覇市 1:00:4245 10303 名嘉　さくら ﾅｶ ｻｸﾗ うるま市 1:01:0146 10282 松島　美咲 ﾏﾂｼﾏ ﾐｻｷ 沖縄市 1:01:0747 10229 吉田　照代 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙﾖ うるま市 1:01:1148 11495 上原　千尋 ｳｴﾊﾗ ﾁﾋﾛ うるま市 1:01:4049 10557 仲宗根　サナ ﾅｶｿﾈ ｻﾅ 沖縄市 1:01:4550 10623 比屋根　姿穂 ﾋﾔﾈ ｼﾅﾎ 沖縄市 1:01:4551 10779 明田　真弓 ｱｹﾀ ﾏﾕﾐ 京都府 1:01:5052 10277 手登根　恵梨 ﾃﾄﾈ ｴﾘ 北谷町 1:01:5153 10902 濱端　千明 ﾊﾏﾊﾞﾀ ﾁｱｷ うるま市 1:02:3254 10704 大塚　洋子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 埼玉県 1:02:5055 10584 志良堂　幸子 ｼﾗﾄﾞｳ ﾕｷｺ 沖縄市 1:02:5756 10678 草野　奈津子 ｸｻﾉ ﾅﾂｺ うるま市 1:03:0057 10594 ｼﾞｮﾝｿﾝﾋﾞﾄﾞﾙ 亜希 ｼﾞﾖﾝｿﾝﾋﾞﾄﾞﾙ ｱｷ 北谷町 1:03:0658 10609 内間　京子 ｳﾁﾏ ｷｮｳｺ 嘉手納町 1:03:0659 11348 河野　澄子 ｺｳﾉ ｽﾐｺ 浦添市 1:03:1260 10697 大城　優 ｵｵｼﾛ ﾕｳ 金武町 1:03:1361 10633 山川　仁菜 ﾔﾏｶﾜ ﾆﾅ うるま市 1:03:2362 11715 石川　睦子 ｲｼｶﾜ ﾑﾂｺ 沖縄市 1:03:45
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10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/763 10617 せお　かづよ ｾｵ ｶﾂﾞﾖ 北中城村 1:04:0064 10384 山城　紗彩 ﾔﾏｼﾛ ｻｱﾔ 沖縄市 1:04:0265 10350 伊波　稀月 ｲﾊ ｷﾂﾞｸ 沖縄市 1:04:0566 10766 儀保　まゆみ ｷﾞﾎﾞ ﾏﾕﾐ 南風原町 1:04:0567 10956 宜保　星空 ｷﾞﾎﾞ ｷﾗﾗ 読谷村 1:04:0768 10852 嘉数　莉未 ｶｶｽﾞ ﾘﾐ 沖縄市 1:04:0769 10940 島袋　莉子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｺ うるま市 1:04:0870 10884 阪上　麻由 ｻｶｶﾞﾐ ﾏﾕ 大阪府 1:04:1671 11025 知花　和香子 ﾁﾊﾞﾅ ﾜｶｺ 宜野湾市 1:04:2872 12118 松田　美咲 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｻｷ 読谷村 1:04:2973 10814 Eirschele Rene Heather Eirschele Rene Heather 外国人 1:04:3274 10687 石川　夏紀 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｷ 浦添市 1:04:3275 10706 久林　和美 ﾋｻﾊﾔｼ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:04:3576 10515 金子　真実 ｶﾈｺ ﾏﾐ 宜野湾市 1:04:4277 10270 古謝　頼子 ｺｼﾞｬ ﾖﾘｺ 読谷村 1:04:4278 10658 田地　香織 ﾀﾁﾞ ｶｵﾘ 那覇市 1:04:4479 10356 瑞慶山　妃桜里 ｽﾞｹﾔﾏ ﾋｵﾘ 沖縄市 1:04:4680 10843 大道　日向子 ｵｵﾐﾁ ﾋﾅｺ 中城村 1:04:5181 10650 當間　みなみ ﾄｳﾏ ﾐﾅﾐ 豊見城市 1:05:0582 10871 金城　有加 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 沖縄市 1:05:1283 10757 栄野川　あすか ｴﾉｶﾜ ｱｽｶ うるま市 1:05:2884 10620 Paz Ashley ﾊﾟｽﾞ ｱｼｭﾘｰ 宜野湾市 1:05:4085 10565 比嘉　えりな ﾋｶﾞ ｴﾘﾅ 宜野湾市 1:05:5186 11908 廣川　星子 ﾋﾛｶﾜ ｼｮｳｺ 沖縄市 1:05:5887 10542 照屋　彩音 ﾃﾙﾔ ｱﾔﾈ 沖縄市 1:06:1588 10546 渡久山　紗希 ﾄｸﾔﾏ ｻｷ 沖縄市 1:06:1589 10545 新垣　なな子 ｱﾗｶｷ ﾅﾅｺ 沖縄市 1:06:1590 10544 仲宗根　ミナ ﾅｶｿﾈ ﾐﾅ 沖縄市 1:06:1591 10236 山根　みゆう ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ 沖縄市 1:06:1692 10271 山田　朋海 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾐ うるま市 1:06:1793 10824 岸　佑子 ｷｼ ﾕｳｺ 大阪府 1:06:2294 10931 相馬　佳代子 ｿｳﾏ ｶﾖｺ 北谷町 1:06:5495 10712 金城　和美 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:06:5696 10605 中垣　洋子 ﾅｶｶﾞｷ ﾖｳｺ 那覇市 1:07:0297 10337 仲宗根　好江 ﾅｶｿﾈ ﾖｼｴ 沖縄市 1:07:2798 12096 オバド　結女 ｵﾊﾞﾄﾞ ﾕﾒ 沖縄市 1:07:2999 10648 成田　美和子 ﾅﾘﾀ ﾐﾜｺ 茨城県 1:07:31100 10666 富田　恵美子 ﾄﾐﾀ ｴﾐｺ 八重瀬町 1:07:44101 10679 山田　春美 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 沖縄市 1:07:47102 11118 WHITE 香月 ﾎﾜｲﾄ ｶﾂﾞｷ 読谷村 1:07:58103 10349 山田　茜 ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾈ 埼玉県 1:08:03104 10422 池原　冴夏 ｲｹﾊﾗ ｻｴｶ 名護市 1:08:07105 10915 仲西　小春 ﾅｶﾆｼ ｺﾊﾙ 宜野湾市 1:08:24106 11120 石川　智恵子 ｲｼｶﾜ ﾁｴｺ 那覇市 1:08:26107 11004 大田　裕果 ｵｵﾀ ﾕｶ うるま市 1:08:27108 10938 野村　里美 ﾉﾑﾗ ｻﾄﾐ 浦添市 1:08:40109 11626 田中　紀子 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 糸満市 1:08:43110 10711 山根　美雪 ﾔﾏﾈ ﾐﾕｷ うるま市 1:08:46111 10762 岸本　美有 ｷｼﾓﾄ ﾐﾕ 名護市 1:08:48112 12054 澤田　真弓 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾕﾐ 那覇市 1:08:54113 10916 瑞慶覧　美和 ｽﾞｹﾗﾝ ﾐﾜ 南風原町 1:09:09114 10346 饒波　明奈 ﾉﾊ ｱｷﾅ 浦添市 1:09:23115 10899 我喜屋　梨恵 ｶﾞｷﾔ ﾘｴ 沖縄市 1:09:29116 10845 仲村渠　由美 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕﾐ 中城村 1:09:29117 10847 石川　チエ ｲｼｶﾜ ﾁｴ 北中城村 1:09:29118 10459 上原　ひかる ｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 那覇市 1:09:34119 10753 赤嶺　淳梨リア ｱｶﾐﾈ ｼﾞｭﾝﾅﾘｱ うるま市 1:09:34120 10737 成田　早織 ﾅﾘﾀ ｻｵﾘ 沖縄市 1:09:35121 10924 大森　千里 ｵｵﾓﾘ ﾁｻﾄ 岡山県 1:09:38122 11345 高良　彩奈 ﾀｶﾗ ｱﾔﾅ 浦添市 1:09:46123 10741 兼本　鈴子 ｶﾈﾓﾄ ｽｽﾞｺ 浦添市 1:09:54124 10986 新垣　寿賀子 ｱﾗｶｷ ｽｶﾞｺ 北谷町 1:10:06
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10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7125 11504 糸村　みどり ｲﾄﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 宜野湾市 1:10:13126 12099 加藤　愛美 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ うるま市 1:10:16127 10635 饒平名　裕子 ﾖﾍﾅ ﾋﾛｺ 沖縄市 1:10:23128 10315 玉城　みぎわ ﾀﾏｷ ﾐｷﾞﾜ 沖縄市 1:10:25129 10233 寺園　梨美花 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾘﾐｶ 沖縄市 1:10:34130 11320 宇榮原　望 ｳｴﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 沖縄市 1:10:34131 10305 平田　彩華 ﾋﾗﾀ ｱﾔｶ うるま市 1:10:48132 10334 天久　飛鳥 ｱﾒｸ ｱｽｶ 北谷町 1:10:48133 10524 仲村　絃里 ﾅｶﾑﾗ ｲﾄﾘ うるま市 1:10:49134 11064 仲宗根　真奈美 ﾅｶｿﾈ ﾏﾅﾐ 宜野湾市 1:10:49135 11065 藤田　優美 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾐ 宜野湾市 1:10:49136 11865 比嘉　律子 ﾋｶﾞ ﾘﾂｺ 宜野座村 1:10:50137 10410 福地　優奈 ﾌｸﾁ ﾕｳﾅ 那覇市 1:11:02138 10411 福地　彩生 ﾌｸﾁ ｱﾐ 那覇市 1:11:02139 10646 平良　結衣 ﾀｲﾗ ﾕｲ うるま市 1:11:06140 11364 玉城　ゆか ﾀﾏｼﾛ ﾕｶ 沖縄市 1:11:10141 11306 大栗　由香利 ｵｵｸﾞﾘ ﾕｶﾘ 沖縄市 1:11:15142 11213 與儀　敦子 ﾖｷﾞ ｱﾂｺ 今帰仁村 1:11:20143 11005 Hirsch Anne Rachel Hirsch Anne Rachel 北谷町 1:11:22144 10335 千葉　亜沙美 ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ 与那原町 1:11:23145 10667 上間　美智代 ｳｴﾏ ﾐﾁﾖ うるま市 1:11:29146 10952 謝花　江里香 ｼﾞｬﾊﾅ ｴﾘｶ 沖縄市 1:11:32147 11915 与那嶺　麻美 ﾖﾅﾐﾈ ｱｻﾐ 浦添市 1:11:43148 10363 村井　萌 ﾑﾗｲ ﾓｴ 東京都 1:11:44149 10475 當銘　真奈美 ﾄｳﾒ ﾏﾅﾐ うるま市 1:11:48150 11016 田港　美加子 ﾀﾐﾅﾄ ﾐｶｺ 豊見城市 1:11:49151 10770 永吉　優美 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕﾐ 浦添市 1:11:50152 11086 高良　克子 ﾀｶﾗ ｶﾂｺ 西原町 1:11:50153 11428 城間　千住子 ｼﾛﾏ ﾁｽﾞｺ 南風原町 1:11:52154 11332 與那嶺　沙織 ﾖﾅﾐﾈ ｻｵﾘ 沖縄市 1:12:03155 11466 宇根　あみ菜 ｳﾈ ｱﾐﾅ 那覇市 1:12:13156 10621 与那嶺　さちえ ﾖﾅﾐﾈ ｻﾁｴ 名護市 1:12:14157 10676 植田　良子 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｺ 嘉手納町 1:12:20158 10284 三戸岡　洋子 ﾐﾄｵｶ ﾖｳｺ 岡山県 1:12:21159 10702 東江　幸子 ｱｶﾞﾘｴ ｻﾁｺ 中城村 1:12:23160 10919 内間　美枝子 ｳﾁﾏ ﾐｴｺ 那覇市 1:12:25161 10690 小島　結 ｺｼﾞﾏ ﾕｲ 八重瀬町 1:12:28162 10449 我如古　美羅 ｶﾞﾈｺ ﾁｭﾗ うるま市 1:12:36163 11186 仲西　さやか ﾅｶﾆｼ ｻﾔｶ 沖縄市 1:12:37164 11024 呉屋　美智子 ｺﾞﾔ ﾐﾁｺ 沖縄市 1:12:38165 10778 比嘉　梨乃 ﾋｶﾞ ﾘﾉ 宜野湾市 1:12:40166 10689 小島　敦子 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｺ 八重瀬町 1:12:45167 12069 山川　萌 ﾔﾏｶﾜ ﾒﾊﾞｴ 浦添市 1:12:50168 11129 比嘉　美智子 ﾋｶﾞ ﾐﾁｺ 読谷村 1:12:53169 10836 稲福　亜紀子 ｲﾅﾌｸ ｱｷｺ うるま市 1:13:07170 11308 伊集　里美 ｲｼﾞｭ ｻﾄﾐ 豊見城市 1:13:11171 10300 徳本　英利子 ﾄｸﾓﾄ ｴﾘｺ 沖縄市 1:13:16172 11084 北条　知世 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾁｾ 神奈川県 1:13:23173 10615 崎枝　紋子 ｻｷｴﾀﾞ ｱﾔｺ 沖縄市 1:13:26174 10199 立津　茜 ﾀﾃﾂ ｱｶﾈ 西原町 1:13:26175 10796 上間　留美子 ｳｴﾏ ﾙﾐｺ 沖縄市 1:13:30176 11868 こうき　わかば ｺｳｷ ﾜｶﾊﾞ うるま市 1:13:33177 10643 新里　由美子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕﾐｺ うるま市 1:13:33178 10920 仲松　夏美 ﾅｶﾏﾂ ﾅﾂﾐ 中城村 1:13:36179 11231 栄野川　桜 ｴﾉｶﾜ ｻｸﾗ うるま市 1:13:37180 11327 仲宗根　由香 ﾅｶｿﾈ ﾕｶ うるま市 1:13:40181 11591 伊藤　愛 ｲﾄｳ ｱｲ うるま市 1:13:47182 11937 新里　春佳 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙｶ 那覇市 1:13:48183 10885 Dean A Paige Dean A Paige 外国人 1:13:52184 11426 山城　碧海 ﾔﾏｼﾛ ｱｵｲ 嘉手納町 1:14:00185 11424 花城　凪夏 ﾊﾅｼﾛ ﾅｷﾞﾅ 嘉手納町 1:14:01186 11068 青山　由美子 ｱｵﾔﾏ ﾕﾐｺ 豊見城市 1:14:02



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7187 10404 安里　モニナ ｱｻﾄ ﾓﾆﾅ うるま市 1:14:11188 11190 山本　優詩 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ うるま市 1:14:12189 10906 喜浦　知美 ｷｳﾗ ﾄﾓﾐ 沖縄市 1:14:15190 11208 喜舎場　舞 ｷｼｬﾊﾞ ﾏｲ うるま市 1:14:19191 10311 徳田　優羽 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳ うるま市 1:14:22192 10827 隈本　奈々子 ｸﾏﾓﾄ ﾅﾅｺ 豊見城市 1:14:23193 10336 長嶺　知佳 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾁｶ 豊見城市 1:14:36194 10582 古堅　幸枝 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾕｷｴ 読谷村 1:14:36195 11394 眞榮城　佳名恵 ﾏｴｼﾛ ｶﾅｴ 那覇市 1:14:37196 10440 比嘉　都々子 ﾋｶﾞ ﾂﾂﾞｺ 沖縄市 1:14:48197 11510 仲村　恵 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 中城村 1:15:01198 12070 CHAMBERS SAMANTHA ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ ｻﾏﾝｻ 浦添市 1:15:05199 10928 佐々木　美音子 ｻｻｷ ﾐﾈｺ 名護市 1:15:13200 11502 井岡　有子 ｲｵｶ ﾕｳｺ 北谷町 1:15:14201 11218 ﾘﾊﾞｽ 七恵 ﾘﾊﾞｽ ﾅﾅｴ 中城村 1:15:16202 11069 池田　久美 ｲｹﾀﾞ ｸﾐ 糸満市 1:15:20203 10792 津曲　裕理 ﾂﾏｶﾞﾘ ﾕﾘ 名護市 1:15:21204 11171 照屋　千秋 ﾃﾙﾔ ﾁｱｷ うるま市 1:15:27205 10645 伊禮　貴子 ｲﾚｲ ﾀｶｺ 読谷村 1:15:52206 10823 北川　愛 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲ 北中城村 1:15:55207 10930 栄野川　則子 ｴﾉｶﾜ ﾉﾘｺ うるま市 1:16:00208 11669 長濱　智子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓｺ 宜野湾市 1:16:04209 12091 袰地　紗菜 ﾎﾛﾁ ｻﾅ 沖縄市 1:16:06210 12092 知念　理央 ﾁﾈﾝ ﾘｵ 沖縄市 1:16:06211 10857 高良　麻子 ﾀｶﾗ ｱｻｺ 那覇市 1:16:07212 11225 岸本　有加 ｷｼﾓﾄ ﾕｶ 名護市 1:16:09213 11747 福田　恵美子 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐｺ 岡山県 1:16:12214 10550 城間　はるか ｼﾛﾏ ﾊﾙｶ 那覇市 1:16:13215 11429 赤嶺　佑菜 ｱｶﾐﾈ ﾕｳﾅ 那覇市 1:16:18216 11601 富田　真矢 ﾄﾐﾀ ﾏﾔ 恩納村 1:16:19217 11214 山川　ひろみ ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾐ 那覇市 1:16:24218 10846 大道　雅穂 ｵｵﾐﾁ ﾏｻﾎ 中城村 1:16:27219 10864 呉屋　里帆 ｺﾞﾔ ﾘﾎ 宜野湾市 1:16:30220 10865 稲嶺　沙妃 ｲﾅﾐﾈ ｻｷ 宜野湾市 1:16:30221 10866 崎原　涼花 ｻｷﾊﾗ ｽｽﾞｶ 中城村 1:16:30222 10606 池根　聖子 ｲｹﾈ ｼｮｳｺ うるま市 1:16:37223 10669 宮里　夕紀奈 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｷﾅ うるま市 1:16:39224 12084 島袋　はるみ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾊﾙﾐ うるま市 1:16:42225 11038 上原　美羽奈 ｳｴﾊﾗ ﾐﾕﾅ うるま市 1:16:44226 11700 豊見山　あやめ ﾄﾐﾔﾏ ｱﾔﾒ 八重瀬町 1:16:46227 11352 川満　瑛鈴奈 ｶﾜﾐﾂ ｴﾚﾅ うるま市 1:16:50228 11939 近藤　真未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 南城市 1:16:54229 10324 河井　弘子 ｶﾜｲ ﾋﾛｺ 沖縄市 1:16:58230 11452 金城　さやか ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 糸満市 1:16:58231 10398 糸数　紘子 ｲﾄｶｽﾞ ﾋﾛｺ うるま市 1:17:00232 11351 渡邊　芙紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｷ 那覇市 1:17:03233 10556 仲嶺　美音 ﾅｶﾐﾈ ﾐｵﾝ 沖縄市 1:17:11234 10787 長谷川　郷子 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ 東京都 1:17:12235 10780 大野　秀子 ｵｵﾉ ﾋﾃﾞｺ 神奈川県 1:17:14236 11000 奥原　喜美子 ｵｸﾊﾗ ｷﾐｺ うるま市 1:17:18237 12100 わたなべ　あやこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ うるま市 1:17:19238 11482 平　莉子 ﾀｲﾗ ﾘｺ うるま市 1:17:19239 12076 片岡　智美 ｶﾀｵｶ ﾄﾓﾐ 福岡県 1:17:23240 10961 上田　あかね ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 愛知県 1:17:26241 11204 上原　恵 ｳｴﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 浦添市 1:17:28242 11178 佐和田　美奈子 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅｺ 沖縄市 1:17:28243 11034 崎浜　むつこ ｻｷﾊﾏ ﾑﾂｺ 本部町 1:17:30244 10772 髙宮城　恵 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 1:17:36245 10727 知念　智加代 ﾁﾈﾝ ﾁｶﾖ 沖縄市 1:17:36246 11823 祖堅　江利香 ｿｹﾝ ｴﾘｶ うるま市 1:17:37247 11951 仲本　亜矢子 ﾅｶﾓﾄ ｱﾔｺ 沖縄市 1:17:37248 11824 川上　奈々 ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ うるま市 1:17:38



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7249 11961 伊福　仁菜 ｲﾌｸ ﾆｲﾅ 浦添市 1:17:38250 10681 新　洋子 ｱﾗ ﾖｳｺ 南風原町 1:17:39251 10939 仲宗根　久美子 ﾅｶｿﾈ ｸﾐｺ 沖縄市 1:17:40252 11572 大城　このみ ｵｵｼﾛ ｺﾉﾐ 北中城村 1:17:42253 11571 金城　粧乃 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾉ うるま市 1:17:42254 10638 工藤　奈々 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 那覇市 1:17:45255 10639 夏秋　友美 ﾅﾂｱｷ ﾕﾐ 那覇市 1:17:45256 11163 名嘉　未知 ﾅｶ ﾐﾁ 名護市 1:17:46257 11193 高橋　成子 ﾀｶﾊｼ ｾｲｺ 中城村 1:17:47258 11762 外間　弓子 ﾎｶﾏ ﾕﾐｺ 八重瀬町 1:17:47259 11082 友寄　綾乃 ﾄﾓﾖｾ ｱﾔﾉ うるま市 1:17:50260 11558 新垣　恵美 ｼﾝｶﾞｷ ﾒｸﾞﾐ うるま市 1:17:53261 11446 新垣　秀香 ｼﾝｶﾞｷ ﾋﾃﾞｶ うるま市 1:17:54262 11119 川満　翔子 ｶﾜﾐﾂ ｼｮｳｺ 北谷町 1:17:54263 10995 渡名喜　心瑚 ﾄﾅｷ ｺｺ うるま市 1:17:55264 10739 Willard Ann Samantha Willard Ann Samantha 外国人 1:18:02265 10420 名嘉眞　あすか ﾅｶﾏ ｱｽｶ 沖縄市 1:18:06266 11855 大城　幸奈 ｵｵｼﾛ ﾕｷﾅ うるま市 1:18:06267 10903 東恩納　結 ﾋｶﾞｵﾝﾅ ﾕｲ 浦添市 1:18:09268 10854 那覇　静香 ﾅﾊ ｼｽﾞｶ 北谷町 1:18:10269 11966 長谷川　あや ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ 宜野湾市 1:18:16270 12114 大城　さやか ｵｵｼﾛ ｻﾔｶ 宜野湾市 1:18:16271 11610 仲里　希和 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾜ 糸満市 1:18:16272 11224 仲村渠　明乃 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｱｷﾉ 沖縄市 1:18:20273 10976 池田　博美 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 沖縄市 1:18:21274 10805 仲田　真奈 ﾅｶﾀﾞ ﾏﾅ 豊見城市 1:18:22275 10825 池野　詳子 ｲｹﾉ ｼｮｳｺ 糸満市 1:18:28276 11522 徳永　貴子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｺ 浦添市 1:18:34277 11253 宮里　一枝 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｴ うるま市 1:18:36278 11976 Yang Iv Lily Yang Iv Lily 外国人 1:18:37279 12017 上地　葵 ｳｴﾁ ｱｵｲ 沖縄市 1:18:47280 10994 仲山　千恵子 ﾅｶﾔﾏ ﾁｴｺ 沖縄市 1:18:51281 11417 又吉　裕子 ﾏﾀﾖｼ ﾕｳｺ うるま市 1:18:52282 11934 砂川　帆乃香 ｽﾅｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 宜野湾市 1:18:52283 10839 大田　琴野 ｵｵﾀ ｺﾄﾉ 北中城村 1:18:55284 11474 永村　美和子 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾐﾜｺ 那覇市 1:18:57285 12053 比嘉　明子 ﾋｶﾞ ｱｷｺ 那覇市 1:18:57286 10743 佐次田　爽羅 ｻｼﾀﾞ ｿｵﾗ うるま市 1:19:08287 11057 渡口　梨里 ﾄｸﾞﾁ ﾘﾘ 豊見城市 1:19:08288 11391 伊波　千亜紀 ｲﾊ ﾁｱｷ 沖縄市 1:19:11289 11386 天願　美寿々 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾐｽｽﾞ 金武町 1:19:21290 10830 新崎　華奈子 ｱﾗｻｷ ｶﾅｺ 沖縄市 1:19:24291 11568 與座　瑛里香 ﾖｻﾞ ｴﾘｶ 南風原町 1:19:27292 10957 比嘉　増美 ﾋｶﾞ ﾏｽﾐ 名護市 1:19:28293 12051 清野　宏美 ｾｲﾉ ﾋﾛﾐ 沖縄市 1:19:30294 11876 安里　むつみ ｱｻﾄ ﾑﾂﾐ 那覇市 1:19:31295 10773 田場　祐子 ﾀﾊﾞ ﾕｳｺ うるま市 1:19:36296 10696 小磯　雅美 ｺｲｿ ﾏｻﾐ 那覇市 1:19:37297 11444 伊覇　茜 ｲﾊ ｱｶﾈ うるま市 1:19:39298 11043 真栄城　千賀子 ﾏｴｼﾛ ﾁｶｺ うるま市 1:19:45299 11811 譜久嶺　ゆかり ﾌｸﾐﾈ ﾕｶﾘ 宜野湾市 1:19:49300 10913 赤嶺　千明 ｱｶﾐﾈ ﾁｱｷ 那覇市 1:19:58301 11197 齋藤　渚 ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 金武町 1:20:01302 11077 比嘉　瑞絵 ﾋｶﾞ ﾐｽﾞｴ 北中城村 1:20:01303 10414 佐久田　悠可 ｻｸﾀﾞ ﾕｳｶ うるま市 1:20:05304 11018 城間　悦子 ｼﾛﾏ ｴﾂｺ 与那原町 1:20:13305 11413 島袋　聡子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｺ 沖縄市 1:20:17306 11085 当真　さやか ﾄｳﾏ ｻﾔｶ 沖縄市 1:20:17307 11063 羽地　久美子 ﾊﾈｼﾞ ｸﾐｺ 那覇市 1:20:21308 12127 郭　儒珊 ｶｸ ｼﾞｭｻﾝ 那覇市 1:20:23309 10815 宇栄原　音衣 ｳｴﾊﾗ ﾈｲ 沖縄市 1:20:26310 11748 小林　元子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｺ 千葉県 1:20:28



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7311 11123 伊良波　美香 ｲﾗﾊ ﾐｶ 沖縄市 1:20:32312 12022 宮城　朱里 ﾐﾔｷﾞ ｱｶﾘ 西原町 1:20:32313 10574 久高　奈々子 ｸﾀﾞｶ ﾅﾅｺ 那覇市 1:20:33314 11393 中村　千恵子 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴｺ 那覇市 1:20:35315 11750 齋藤　泰葉 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾊ 大阪府 1:20:36316 11400 与那嶺　久美子 ﾖﾅﾐﾈ ｸﾐｺ 豊見城市 1:20:38317 11448 當間　さやか ﾄｳﾏ ｻﾔｶ 宜野湾市 1:20:39318 11164 徳田　清美 ﾄｸﾀﾞ ｷﾖﾐ うるま市 1:20:39319 11248 渡久地　香林 ﾄｸﾞﾁ ｶﾘﾝ うるま市 1:20:42320 11753 譜久山　美香 ﾌｸﾔﾏ ﾐｶ 八重瀬町 1:20:42321 11641 幸地　ひろみ ｺｳﾁ ﾋﾛﾐ 那覇市 1:20:45322 10439 城間　恵子 ｼﾛﾏ ｹｲｺ 西原町 1:20:46323 12116 伊禮　絵莉香 ｲﾚｲ ｴﾘｶ 西原町 1:20:46324 11602 仲村　清美 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 宜野湾市 1:20:48325 11405 中村　梓 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 福岡県 1:20:51326 10457 神谷　鈴 ｶﾐﾔ ｽｽﾞ 沖縄市 1:20:52327 12078 比嘉　睦子 ﾋｶﾞ ﾑﾂｺ 中城村 1:20:53328 11994 仲田　エリカ ﾅｶﾀﾞ ｴﾘｶ 本部町 1:20:55329 11295 柴垣　伶奈 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾚｲﾅ 東京都 1:21:02330 11382 比嘉　美咲 ﾋｶﾞ ﾐｻｷ 沖縄市 1:21:03331 10730 花城　友璃乃 ﾊﾅｼﾛ ﾕﾘﾉ うるま市 1:21:09332 10893 大城　万季 ｵｵｼﾛ ﾏｷ 南風原町 1:21:11333 12031 上地　絵里奈 ｳｴﾁ ｴﾘﾅ 那覇市 1:21:14334 11911 住岡　加苗 ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ うるま市 1:21:15335 11098 石垣　舞子 ｲｼｶﾞｷ ﾏｲｺ 那覇市 1:21:15336 10559 伊波　涼子 ｲﾊ ﾘｮｳｺ うるま市 1:21:24337 11566 有銘　瑞枝 ｱﾘﾒ ﾐｽﾞｴ うるま市 1:21:27338 11180 儀間　美喜子 ｷﾞﾏ ﾐｷｺ 那覇市 1:21:33339 11418 又吉　幸乃 ﾏﾀﾖｼ ﾕｷﾉ うるま市 1:21:38340 10467 又吉　かずね ﾏﾀﾖｼ ｶｽﾞﾈ 浦添市 1:21:39341 11465 幸田　音奏 ｺｳﾀﾞ ﾐﾕﾘ 宜野湾市 1:21:39342 11718 山根　翔子 ﾔﾏﾈ ｼｮｳｺ 名護市 1:21:44343 11539 大里　典子 ｵｵｻﾄ ﾉﾘｺ 鹿児島県 1:21:49344 10452 名嘉　千景 ﾅｶ ﾁｶｹﾞ 宜野湾市 1:21:53345 10601 Vasquez Brooke ﾊﾞｽｹｽ ﾌﾞﾙｯｸ 宜野湾市 1:22:01346 10872 佐喜眞　小夏 ｻｷﾏ ｺﾅﾂ 沖縄市 1:22:01347 11467 金城　由子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｺ 豊見城市 1:22:04348 11125 翁長　瞳 ｵﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ 糸満市 1:22:06349 11433 西田　千明 ﾆｼﾀﾞ ﾁｱｷ 那覇市 1:22:08350 10597 前村　あかり ﾏｴﾑﾗ ｱｶﾘ 西原町 1:22:10351 11642 安里　花梨 ｱｻﾄ ｶﾘﾝ 金武町 1:22:12352 11927 宮城　きらら ﾐﾔｷﾞ ｷﾗﾗ うるま市 1:22:12353 11215 伊芸　未怜 ｲｹﾞｲ ﾐﾚｲ うるま市 1:22:12354 11789 石川　陽菜 ｲｼｶﾜ ｱｷﾅ うるま市 1:22:14355 10433 徳里　直 ﾄｸｻﾞﾄ ﾅｵ うるま市 1:22:18356 10436 山田　詩織 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ うるま市 1:22:18357 10434 大城　朋代 ｵｵｼﾛ ﾄﾓﾖ うるま市 1:22:18358 10880 山田　莉穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾎ 読谷村 1:22:23359 11593 川畑　静香 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｽﾞｶ 宜野湾市 1:22:25360 11999 照喜名　葉月 ﾃﾙｷﾅ ﾊﾂﾞｷ 那覇市 1:22:27361 12000 屋比久　真衣 ﾔﾋﾞｸ ﾏｲ 南城市 1:22:28362 11399 仲嶺　真希子 ﾅｶﾐﾈ ﾏｷｺ 与那原町 1:22:35363 12146 稲福　綾 ｲﾅﾌｸ ｱﾔ 南城市 1:22:35364 10567 池村　理奈 ｲｹﾑﾗ ﾘﾅ 西原町 1:22:38365 11421 佐次田　かおり ｻｼﾀﾞ ｶｵﾘ うるま市 1:22:38366 11358 亀濱　梨乃 ｶﾒﾊﾏ ﾘﾉ 沖縄市 1:22:41367 11046 前里　七恵 ﾏｴｻﾞﾄ ﾅﾅｴ 宜野湾市 1:22:41368 11425 山城　あずさ ﾔﾏｼﾛ ｱｽﾞｻ 嘉手納町 1:22:42369 10477 仲宗根　彩音 ﾅｶｿﾈ ｱﾔﾈ 沖縄市 1:22:45370 11964 徳重　千秋 ﾄｸｼｹﾞ ﾁｱｷ 宜野湾市 1:22:46371 10900 山根　美紀子 ﾔﾏﾈ ﾐｷｺ 石垣市 1:22:46372 11235 森　美月 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 北谷町 1:22:50



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7373 11324 東江　あやか ｱｶﾞﾘｴ ｱﾔｶ 西原町 1:22:51374 11516 山内　和美 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:23:01375 10978 Oshana Elda Oshana Elda 外国人 1:23:01376 11472 西村　珠子 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾏｺ 南風原町 1:23:03377 10388 Ibarra Maria ｲｳﾞｧﾗ ﾏﾘｱ 外国人 1:23:06378 10395 大城　果林 ｵｵｼﾛ ｶﾘﾝ うるま市 1:23:09379 11678 徳門　紘子 ﾄｸﾓﾝ ﾋﾛｺ うるま市 1:23:12380 11509 﨑原　佑加子 ｻｷﾊﾗ ﾕｶｺ 那覇市 1:23:12381 12137 安田　侑里 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾘ うるま市 1:23:17382 11395 仲田　美香 ﾅｶﾀﾞ ﾐｶ 那覇市 1:23:18383 11200 友利　末子 ﾄﾓﾘ ｽｴｺ 八重瀬町 1:23:21384 10552 中曽根　碧 ﾅｶｿﾈ ｱｵｲ うるま市 1:23:25385 10397 きんじょう　さつき ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾂｷ 嘉手納町 1:23:26386 11942 Smith M Christina Smith M Christina 外国人 1:23:28387 11842 喜名　リリカ ｷﾅ ﾘﾘｶ 那覇市 1:23:32388 12147 波照間　千賀 ﾊﾃﾙﾏ ﾁｶ 豊見城市 1:23:37389 10849 金城　鈴奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ｽｽﾞﾅ 宜野湾市 1:23:39390 10535 高江洲　美佳 ﾀｶｴｽ ﾐｶ 那覇市 1:23:40391 10510 雨貝　あかね ｱﾏｶﾞｲ ｱｶﾈ 北谷町 1:23:40392 11699 比嘉　利加 ﾋｶﾞ ﾘｶ 沖縄市 1:23:47393 11254 玉城　千浩 ﾀﾏｷ ﾁﾋﾛ 糸満市 1:23:48394 11222 千福　直子 ｾﾝﾌﾟｸ ﾅｵｺ 石垣市 1:23:52395 11230 山岸　俊江 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼｴ 沖縄市 1:23:53396 12119 知花　美乃里 ﾁﾊﾞﾅ ﾐﾉﾘ 読谷村 1:23:53397 11255 伊保　悦子 ｲﾎ ｴﾂｺ うるま市 1:23:59398 11195 喜納　香織 ｷﾅ ｶｵﾘ 那覇市 1:24:05399 11406 加納　朝美 ｶﾉｳ ﾄﾓﾐ 浦添市 1:24:19400 10547 與儀　愛乃 ﾖｷﾞ ﾖｼﾉ 宜野湾市 1:24:21401 10851 新垣　千紘 ｱﾗｶｷ ﾁﾋﾛ 沖縄市 1:24:26402 11347 伊波　悠月 ｲﾊ ﾕﾂﾞｷ うるま市 1:24:27403 11919 川満　愛唯奈 ｶﾜﾐﾂ ﾒｲﾅ うるま市 1:24:27404 10795 浅賀　優奈 ｱｻｶﾞ ﾕｳﾅ 沖縄市 1:24:31405 11032 平良　圭子 ﾀｲﾗ ｹｲｺ 沖縄市 1:24:32406 10774 赤嶺　萌 ｱｶﾐﾈ ﾓｴ 那覇市 1:24:32407 11239 飯田　美和子 ｲｲﾀﾞ ﾐﾜｺ うるま市 1:24:32408 10330 儀間　玲香 ｷﾞﾏ ﾚｲｶ うるま市 1:24:32409 11238 大嶺　あずさ ｵｵﾐﾈ ｱｽﾞｻ うるま市 1:24:32410 11505 長田　奈都子 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｺ 沖縄市 1:24:32411 11997 保里　朋苗 ﾎﾘ ﾄﾓｴ 沖縄市 1:24:33412 11548 久高　望 ｸﾀﾞｶ ﾉｿﾞﾐ 名護市 1:24:35413 11777 玉城　梓 ﾀﾏｼﾛ ｱｽﾞｻ 名護市 1:24:36414 11299 伊盛　優子 ｲﾓﾘ ﾕｳｺ 沖縄市 1:24:37415 11110 屋嘉比　郁恵 ﾔｶﾋﾞ ｲｸｴ 北谷町 1:24:40416 10700 吉山　奈都子 ﾖｼﾔﾏ ﾅﾂｺ 沖縄市 1:24:42417 11027 玉城　彩都 ﾀﾏｼﾛ ｻﾄﾐ 嘉手納町 1:24:42418 10970 平田　勝美 ﾋﾗﾀ ｶﾂﾐ 宜野座村 1:24:45419 10867 屋良　愛香 ﾔﾗ ﾏﾅｶ 中城村 1:24:48420 11440 仲宗根　芽紗 ﾅｶｿﾈ ﾒｲｻ 沖縄市 1:24:49421 11045 kinjo mitsuyo kinjo mitsuyo 沖縄市 1:24:54422 11266 伊計　利江 ｲｹｲ ﾄｼｴ 南風原町 1:24:58423 11765 與那城　絵美理 ﾖﾅｼﾛ ｴﾐﾘ 金武町 1:24:58424 12013 新里　郁美 ｼﾝｻﾞﾄ ｲｸﾐ うるま市 1:24:58425 12048 山下　藍 ﾔﾏｼﾀ ｱｲ うるま市 1:25:01426 10941 兼城　江里奈 ｶﾈｼﾛ ｴﾘﾅ 北谷町 1:25:05427 12063 新名　美彩子 ﾆｲﾅ ﾐｻｺ 宜野湾市 1:25:07428 12083 神山　りなの ｶﾐﾔﾏ ﾘﾅﾉ うるま市 1:25:10429 11179 高安　玲子 ﾀｶﾔｽ ﾚｲｺ 糸満市 1:25:13430 10408 安里　かなえ ｱｻﾄ ｶﾅｴ 那覇市 1:25:16431 11489 山根　勝子 ﾔﾏﾈ ｶﾂｺ うるま市 1:25:21432 12086 玉榮　千裕 ﾀﾏｴ ﾁﾋﾛ うるま市 1:25:21433 12014 安次富　さくら ｱｼﾄﾐ ｻｸﾗ うるま市 1:25:21434 10804 仲田　利枝子 ﾅｶﾀﾞ ﾘｴｺ 豊見城市 1:25:23



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7435 11931 當山　静香 ﾄｳﾔﾏ ｼｽﾞｶ 沖縄市 1:25:24436 11450 島袋　奈七 ｼﾏﾌﾞｸ ﾅﾅ 沖縄市 1:25:28437 10521 玉城　渚 ﾀﾏｷ ﾅｷﾞｻ 沖縄市 1:25:28438 10419 金城　樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 沖縄市 1:25:32439 11817 萩原　純子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｺ うるま市 1:25:33440 11209 喜久山　智春 ｷｸﾔﾏ ﾁﾊﾙ うるま市 1:25:38441 11258 平良　むつ子 ﾀｲﾗ ﾑﾂｺ うるま市 1:25:38442 10520 池城　朱莉 ｲｹｼﾛ ｱｶﾘ 豊見城市 1:25:38443 11201 新里　聡子 ｼﾝｻﾞﾄ ｻﾄｺ 西原町 1:25:39444 11550 仲村　則子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 中城村 1:25:42445 12108 松堂　啓子 ﾏﾂﾄﾞｳ ｹｲｺ 沖縄市 1:25:43446 11598 吉田　奈月 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 沖縄市 1:25:44447 11636 Robertson Kay Madeline Robertson Kay Madeline 読谷村 1:25:48448 12104 宮城　宏枝 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｴ 浦添市 1:25:51449 12032 小田嶋　未散 ｵﾀﾞｼﾏ ﾐﾁﾙ 東京都 1:25:54450 11390 島袋　希美 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾉｿﾞﾐ うるま市 1:25:54451 11147 根保　愛利 ﾈﾎ ｱｲﾘ うるま市 1:26:00452 11011 古堅　千恵美 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾁｴﾐ 恩納村 1:26:00453 11451 桑江　真衣 ｸﾜｴ ﾏｲ 那覇市 1:26:04454 11645 仲間　仁美 ﾅｶﾏ ﾖｼﾐ うるま市 1:26:05455 11158 神山　愛乃 ｶﾐﾔﾏ ｲﾄﾉ 名護市 1:26:05456 11278 照屋　久美子 ﾃﾙﾔ ｸﾐｺ うるま市 1:26:05457 11371 藤原　祥恵 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｴ 那覇市 1:26:07458 11035 與那覇　絵美 ﾖﾅﾊ ｴﾐ 北谷町 1:26:09459 11172 潮平　尚子 ｼｵﾋﾗ ｼｮｳｺ 沖縄市 1:26:09460 12120 しまぶくろ　あやこ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾔｺ 北谷町 1:26:14461 10953 西銘　成美 ﾆｼﾒ ﾅﾙﾐ うるま市 1:26:14462 12079 津波　オリエ ﾂﾊ ｵﾘｴ 中城村 1:26:19463 11767 がきや　はづき ｶﾞｷﾔ ﾊﾂﾞｷ 沖縄市 1:26:26464 11769 おおしろ　さき ｵｵｼﾛ ｻｷ 沖縄市 1:26:26465 12126 宮城　麻里 ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾘ 那覇市 1:26:26466 11768 よしもと　ひでみ ﾖｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 沖縄市 1:26:26467 12040 吉田　悌奈 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾅ 嘉手納町 1:26:28468 11755 比嘉　聡美 ﾋｶﾞ ｻﾄﾐ 那覇市 1:26:31469 10021 比嘉　ゆうな ﾋｶﾞ ﾕｳﾅ 南城市 1:26:32470 11687 名護　暖乃 ﾅｺﾞ ﾉﾝﾉ うるま市 1:26:33471 12039 東郷　真奈美 ﾄｳｺﾞｳ ﾏﾅﾐ 那覇市 1:26:36472 11635 大城　郁子 ｵｵｼﾛ ｲｸｺ 豊見城市 1:26:37473 11122 東江　千秋 ｱｶﾞﾘｴ ﾁｱｷ うるま市 1:26:39474 12046 石川　成美 ｲｼｶﾜ ﾅﾙﾐ うるま市 1:26:39475 11605 狩俣　麻希 ｶﾘﾏﾀ ﾏｷ 沖縄市 1:26:41476 11848 上原　ひかる ｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 与那原町 1:26:43477 11438 比嘉　牧子 ﾋｶﾞ ﾏｷｺ 沖縄市 1:26:44478 11402 上門　英里 ｳｴｶﾄﾞ ｴﾘ 沖縄市 1:26:47479 11462 伊佐　真咲 ｲｻ ﾏｻｷ 読谷村 1:26:47480 11334 仲宗根　かいり ﾅｶｿﾈ ｶｲﾘ 西原町 1:26:50481 11557 峯岸　沙和子 ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾜｺ 沖縄市 1:26:51482 12082 普天間　小花 ﾌﾃﾝﾏ ｺﾊﾙ うるま市 1:26:54483 11953 赤平　彩香 ｱｶﾋﾗ ｻｲｶ うるま市 1:26:58484 11959 上當　知恵 ｳｴｱﾀﾘ ﾁｴ うるま市 1:26:59485 11872 璃須　普宛今 Reyes Fatima 宜野湾市 1:26:59486 11627 仲宗根　千尋 ﾅｶｿﾈ ﾁﾋﾛ うるま市 1:27:00487 11759 高橋　里香 ﾀｶﾊｼ ﾘｶ 東京都 1:27:00488 11340 仲宗根　郁江 ﾅｶｿﾈ ｲｸｴ 読谷村 1:27:00489 11606 大城　安佐子 ｵｵｼﾛ ｱｻｺ 与那原町 1:27:02490 11668 喜納　雅子 ｷﾅ ﾏｻｺ 沖縄市 1:27:03491 11281 吉平　佐和子 ﾖｼﾋﾗ ｻﾜｺ 宜野湾市 1:27:04492 10534 前川　美沙子 ﾏｴｶﾜ ﾐｻｺ 那覇市 1:27:17493 12037 大城　美里 ｵｵｼﾛ ﾐｻﾄ 八重瀬町 1:27:18494 12038 仲吉　香純 ﾅｶﾖｼ ｶｽﾐ 那覇市 1:27:18495 11940 比嘉　綾乃 ﾋｶﾞ ｱﾔﾉ 名護市 1:27:21496 11971 比屋根　夏季 ﾋﾔﾈ ﾅﾂｷ 与那原町 1:27:21



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7497 10342 上地　志津枝 ｳｴﾁ ｼｽﾞｴ うるま市 1:27:23498 11580 新垣　ひより ｱﾗｶｷ ﾋﾖﾘ 沖縄市 1:27:24499 11097 川満　尚美 ｶﾜﾐﾂ ﾅｵﾐ 宜野湾市 1:27:24500 11398 有馬　邦子 ｱﾘﾏ ｸﾆｺ 与那原町 1:27:24501 11409 山川　葉 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳ 沖縄市 1:27:26502 11972 島袋　梨菜 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘﾅ 那覇市 1:27:26503 11882 平良　ひかり ﾀｲﾗ ﾋｶﾘ 那覇市 1:27:31504 10868 川之上　実優 ｶﾜﾉｳｴ ﾐﾕｷ 読谷村 1:27:32505 12056 Huff Clare ｸﾚｱ ｸﾚｱ うるま市 1:27:40506 12122 宮城　可奈子 ﾐﾔｷﾞ ｶﾅｺ 南風原町 1:27:44507 12009 島袋　ひとみ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾄﾐ うるま市 1:27:46508 12148 田本　清香 ﾀﾓﾄ ｻﾔｶ うるま市 1:27:53509 12132 安部　和代 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖ 名護市 1:27:57510 11369 城間　あけみ ｼﾛﾏ ｱｹﾐ 那覇市 1:27:58511 11545 棚原　りな ﾀﾅﾊﾗ ﾘﾅ 西原町 1:28:04512 10991 稲福　綾乃 ｲﾅﾌｸ ｱﾔﾉ うるま市 1:28:04513 10821 大城　由美 ｵｵｼﾛ ﾕﾐ うるま市 1:28:07514 11896 松井　安芸 ﾏﾂｲ ｱｷ 大阪府 1:28:09515 12065 栽　みどり ｻｲ ﾐﾄﾞﾘ 豊見城市 1:28:10516 11498 比屋根　美紀 ﾋﾔﾈ ﾐｷ うるま市 1:28:10517 11363 比嘉　希和乃 ﾋｶﾞ ｷﾜﾉ うるま市 1:28:12518 11256 神谷　容子 ｶﾐﾔ ﾖｳｺ 読谷村 1:28:13519 11441 佐次田　未来 ｻｼﾀﾞ ﾐｷ 沖縄市 1:28:15520 10918 安富祖　涼 ｱﾌｿ ｽｽﾞ 金武町 1:28:18521 11328 比嘉　千夏 ﾋｶﾞ ﾁﾅﾂ うるま市 1:28:18522 11500 安富祖　麗 ｱﾌｿ ﾚｲ 金武町 1:28:18523 11814 眞境名　沙綾 ﾏｼﾞｷﾅ ｻｱﾔ 沖縄市 1:28:19524 11996 屋良　美鈴 ﾔﾗ ﾐｽｽﾞ 那覇市 1:28:23525 11316 Rizalyn Tumangan ﾘｻﾞﾘﾝ ﾄｩｰﾏﾝｶﾞﾝ 宜野湾市 1:28:27526 11665 矢野　久美子 ﾔﾉ ｸﾐｺ うるま市 1:28:29527 11270 比嘉　七奈子 ﾋｶﾞ ﾅﾅｺ 那覇市 1:28:30528 11203 山城　茉利奈 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾘﾅ 那覇市 1:28:30529 11560 祝嶺　祥子 ｼｭｸﾐﾈ ｼｮｳｺ うるま市 1:28:38530 10575 荷川取　音那 ﾆｶﾄﾞﾘ ﾈﾅ 南城市 1:28:39531 12088 田辺　純子 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 読谷村 1:28:41532 11673 仲田　美由紀 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 沖縄市 1:28:46533 12074 前西　さくら ﾏｴﾆｼ ｻｸﾗ 八重瀬町 1:28:50534 12113 吉味　綾子 ﾖｼﾐ ｱﾔｺ 沖縄市 1:28:50535 11059 松田　さゆり ﾏﾂﾀﾞ ｻﾕﾘ 読谷村 1:28:53536 11091 天願　和美 ﾃﾝｶﾞﾝ ｶｽﾞﾐ 沖縄市 1:28:54537 11249 今村　美菜子 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾅｺ 宜野湾市 1:28:58538 11858 久田　一佳 ｸﾀﾞ ｲﾂｶ うるま市 1:29:07539 11435 エクラ　梓 ｴｸﾗ ｱｽﾞｻ 宜野湾市 1:29:09540 11389 金城　露菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾕﾅ 南城市 1:29:11541 12036 佐藤　泉 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 読谷村 1:29:11542 11317 久富　柚里花 ｸﾄﾐ ﾕﾘｶ 愛知県 1:29:14543 11479 池宮城　利恵子 ｲｹﾐﾔｷﾞ ﾘｴｺ 沖縄市 1:29:14544 12106 石原　麻梨菜 ｲｼﾊﾗ ﾏﾘﾅ 浦添市 1:29:21545 12107 山内　真希 ﾔﾏｳﾁ ﾏｷ 沖縄市 1:29:24546 11412 久高　梨子 ｸﾀﾞｶ ﾘｺ うるま市 1:29:24547 11579 比嘉　智美 ﾋｶﾞ ﾄﾓﾐ 沖縄市 1:29:25548 11106 新垣　悦代 ｱﾗｶｷ ｴﾂﾖ 宜野湾市 1:29:26549 10389 新垣　雅央 ｱﾗｶｷ ﾏｵ うるま市 1:29:28550 11355 国場　万実 ｺｸﾊﾞ ﾏﾐ うるま市 1:29:30551 11499 當山　槙奈 ﾄｳﾔﾏ ﾏｷﾅ うるま市 1:29:32552 11938 山本　ゆきみ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾐ 那覇市 1:29:33553 12061 安座間　清美 ｱｻﾞﾏ ｷﾖﾐ うるま市 1:29:36554 12060 仲西　のぞみ ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾐ うるま市 1:29:36555 11339 久貝　郁子 ｸｶﾞｲ ｲｸｺ 嘉手納町 1:29:39556 11933 金城　菜月 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 沖縄市 1:29:41557 10898 兼本　紘江 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛｴ 浦添市 1:29:41558 12028 饒平名　里江子 ﾖﾍﾅ ﾘｴｺ 那覇市 1:29:42



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/710㌔の部（女子着順）2019/4/7559 10932 宮城　美香 ﾐﾔｷﾞ ﾐｶ 北谷町 1:29:43560 12052 山田　涼子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 東京都 1:29:44561 11712 川田　雪乃 ｶﾜﾀﾞ ﾕｷﾉ 北谷町 1:29:45562 11146 下地　桃華 ｼﾓｼﾞ ﾓﾓｶ 那覇市 1:29:47563 11142 宮里　美蘭 ﾐﾔｻﾞﾄ ｳﾗﾝ 読谷村 1:29:47564 11141 安谷屋　沙季 ｱﾀﾞﾆﾔ ｻｷ 宜野湾市 1:29:48565 11135 玉城　舞子 ﾀﾏｷ ﾏｲｺ うるま市 1:29:48566 11138 鎌田　愛 ｶﾏﾀﾞ ｱｲ 浦添市 1:29:48567 11143 上里　花鈴 ｳｴｻﾞﾄ ｶﾘﾝ 北中城村 1:29:48568 11137 金城　彬穂 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾎ 浦添市 1:29:49569 10987 幸地　加奈子 ｺｳﾁ ｶﾅｺ 那覇市 1:29:50570 11988 玉城　志乃 ﾀﾏｼﾛ ｼﾉ 沖縄市 1:29:50571 11992 照屋　星華 ﾃﾙﾔ ｾｲｶ 沖縄市 1:29:50572 11461 新垣　亜矢子 ｱﾗｶｷ ｱﾔｺ 南風原町 1:29:52573 12124 富村　敦子 ﾄﾐﾑﾗ ｱﾂｺ 八重瀬町 1:29:54574 12062 仲宗根　弘美 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛﾐ 沖縄市 1:29:56575 11330 佐渡山　奈緒子 ｻﾄﾞﾔﾏ ﾅｵｺ 沖縄市 1:29:58※制限時間内のみを表示


