
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 30067 比嘉　優乃 ﾋｶﾞ ﾕｳﾉ 国頭村 0:15:462 30082 金城　蘭 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾗﾝ 八重瀬町 0:16:413 30009 當山　杏 ﾄｳﾔﾏ ｱﾝ うるま市 0:17:364 30676 一期﨑　唯 ｲﾁｺﾞｻﾞｷ ﾕｲ うるま市 0:17:425 30097 吉村　璃恩 ﾖｼﾑﾗ ﾘｵﾝ うるま市 0:17:506 30085 森　愛理 ﾓﾘ ｱｲﾘ 北谷町 0:18:057 30112 喜友名　心羽 ｷﾕﾅ ｺﾊﾈ 沖縄市 0:18:058 31365 Roe Mia ﾛｰ ﾐｱ 読谷村 0:18:069 30305 当真　妃奈 ﾄｳﾏ ﾋﾅ 沖縄市 0:18:2210 30323 安慶名　心愛 ｱｹﾞﾅ ｺｺｱ うるま市 0:18:3011 30216 東浜　姫紗 ﾋｶﾞｼﾊﾏ ｷｻﾗ うるま市 0:18:3712 30573 上運天　華鈴 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ｶﾘﾝ うるま市 0:18:3813 30425 知念　彩名 ﾁﾈﾝ ｱﾔﾅ うるま市 0:18:4114 30628 平安座　まよ ﾍﾝｻﾞ ﾏﾖ 沖縄市 0:18:4915 30702 安慶名　乃愛 ｱｹﾞﾅ ﾉｱ うるま市 0:19:0016 30328 玉城　優夏 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｶ うるま市 0:19:2317 30078 又吉　可麗 ﾏﾀﾖｼ ｶﾚｲ うるま市 0:19:2718 30155 伊禮　琴 ｲﾚｲ ｺﾄ うるま市 0:19:2719 30167 三木　綾奈 ﾐｷ ｱﾔﾅ うるま市 0:19:2720 30110 伊芸　可怜 ｲｹﾞｲ ｶﾚﾝ うるま市 0:19:3321 30334 玉城　愛優 ﾀﾏｼﾛ ｱﾕｳ うるま市 0:19:5222 30703 安慶名　鞠愛 ｱｹﾞﾅ ﾏﾘｱ うるま市 0:19:5523 30270 三石　那海 ﾐﾂｲｼ ﾅﾐ 渡嘉敷村 0:20:0124 31160 浦添　美音 ｳﾗｿｴ ﾐｵﾝ うるま市 0:20:0225 30441 Rebekah Patterson ﾚﾍﾞｯｶ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 外国人 0:20:0426 30572 大城　沙亜希 ｵｵｼﾛ ｻｱｷ うるま市 0:20:0827 30117 山内　莉奏 ﾔﾏｳﾁ ﾘﾉｱ うるま市 0:20:0928 30257 島袋　珠優 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐﾕｳ うるま市 0:20:1329 30221 與那嶺　桜笑 ﾖﾅﾐﾈ ｻｴ うるま市 0:20:1330 30400 ふくはら　あずき ﾌｸﾊﾗ ｱｽﾞｷ うるま市 0:20:1731 30228 前當　瑠菜 ﾏｴﾄｳ ﾙﾅ うるま市 0:20:1832 30229 仲村　菫 ﾅｶﾑﾗ ｽﾐﾚ うるま市 0:20:1933 30232 嶺井　美瑠 ﾐﾈｲ ｷﾖﾘ 南城市 0:20:2034 30403 Reika Patterson ﾚｲｶ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 外国人 0:20:2235 30570 伊佐　叶望 ｲｻ ｶﾅﾐ 沖縄市 0:20:2236 31185 山元　紅愛 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾚｱ うるま市 0:20:2237 30191 金城　江瑠紗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴﾙｻ うるま市 0:20:2738 30214 平良　舞 ﾀｲﾗ ﾏｲ うるま市 0:20:3939 30516 赤嶺　星七 ｱｶﾐﾈ ｾﾅ 宜野座村 0:20:4040 30712 佐藤　碧花 ｻﾄｳ ｱｵｲ うるま市 0:20:4841 30369 野村　悠愛 ﾉﾑﾗ ﾕｳｱ 糸満市 0:20:5342 30196 砂辺　璃己 ｽﾅﾍﾞ ﾘｺ 沖縄市 0:20:5543 30223 多和田　妃彩 ﾀﾜﾀ ﾋｲﾛ 沖縄市 0:20:5544 30728 門口　志帆 ﾓﾝｸﾞﾁ ｼﾎ 沖縄市 0:21:0345 30429 山﨑　未依奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ うるま市 0:21:0546 30331 比嘉　彩葉 ﾋｶﾞ ｲﾛﾊ うるま市 0:21:0647 30070 谷村　翠峰 ﾀﾆﾑﾗ ｽｲﾎｳ うるま市 0:21:0948 30015 與那嶺　妃織 ﾖﾅﾐﾈ ﾋｵﾘ うるま市 0:21:1049 30586 仲宗根　希乙 ﾅｶｿﾈ ｷｻﾗ 沖縄市 0:21:1150 30166 大城　玲天 ｵｵｼﾛ ﾚｱ うるま市 0:21:1251 30022 登川　莉花 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾘｶ うるま市 0:21:1252 30392 佐々木　海音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ うるま市 0:21:1653 30313 石川　優花 ｲｼｶﾜ ﾕｳｶ 沖縄市 0:21:1854 30446 ふくはら　さゆり ﾌｸﾊﾗ ｻﾕﾘ うるま市 0:21:1855 31705 古謝　ももあ ｺｼﾞｬ ﾓﾓｱ うるま市 0:21:2056 30423 久高　稀来理 ｸﾀﾞｶ ｷﾗﾘ うるま市 0:21:2157 31150 楚南　李果 ｿﾅﾝ ﾘﾝｶ うるま市 0:21:2158 30119 當眞　詩野 ﾄｳﾏ ｼﾉ うるま市 0:21:2459 30126 上間　香奈 ｳｴﾏ ｶﾅ 沖縄市 0:21:2460 30413 中村　叶 ﾅｶﾑﾗ ｶﾉ うるま市 0:21:2561 30320 宮城　苺里 ﾐﾔｷﾞ ﾏｲﾘ うるま市 0:21:3062 30717 當銘　唯依捺 ﾄｳﾒ ﾐｲﾅ 沖縄市 0:21:32
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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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/763 30719 三藤　香帆 ﾐﾄｳ ｶﾎ 沖縄市 0:21:3364 30718 屋宜　凜香 ﾔｷﾞ ﾘﾝｶ 沖縄市 0:21:3365 30481 名嘉山　華那 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾅ うるま市 0:21:3366 30405 兼次　心菜 ｶﾈｼ ｺｺﾅ 沖縄市 0:21:3967 30359 田場　未乙音 ﾀﾊﾞ ﾐｵﾈ 沖縄市 0:21:3968 30380 石川　愛利菜 ｲｼｶﾜ ｴﾘﾅ うるま市 0:21:4069 30453 具志堅　紗彩 ｸﾞｼｹﾝ ｻｱﾔ 沖縄市 0:21:4370 31676 照屋　美海 ﾃﾙﾔ ﾐｳ うるま市 0:21:4671 30204 宮里　春花 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾊﾙｶ うるま市 0:21:4672 30016 與那嶺　伊織 ﾖﾅﾐﾈ ｲｵﾘ うるま市 0:21:4773 30664 名取　美耶 ﾅﾄﾘ ﾐﾔ 埼玉県 0:21:5074 33019 金城　花菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾅ うるま市 0:21:5475 30362 金城　妃希 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾉ うるま市 0:21:5676 30465 宇良　祐子 ｳﾗ ﾕｳｺ 沖縄市 0:21:5877 30319 山城　愛美 ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ うるま市 0:21:5978 30862 東　凜 ｱｽﾞﾏ ﾘﾝ うるま市 0:22:0679 30424 與古田　莉瑚 ﾖｺﾀﾞ ﾘｺ うるま市 0:22:1180 30496 仲田　朋美 ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ うるま市 0:22:1481 31149 古謝　ゆりあ ｺｼﾞｬ ﾕﾘｱ うるま市 0:22:1582 30445 天川　想和 ｱﾏｶﾜ ﾘﾅ うるま市 0:22:1783 30752 仲間　瑠那 ﾅｶﾏ ﾙﾅ 沖縄市 0:22:1884 30069 名嘉山　凜杏 ﾅｶﾔﾏ ﾘｱﾝ うるま市 0:22:2185 31074 伊礼　ゆめ子 ｲﾚｲ ﾕﾒｺ うるま市 0:22:2186 30583 渡辺　瑛美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｶ うるま市 0:22:2187 30364 眞榮城　廣子 ﾏｴｼﾛ ｺｳｺ 沖縄市 0:22:2188 30428 真栄平　りさ ﾏｴﾋﾗ ﾘｻ 浦添市 0:22:2689 30175 具志堅　瑠菜 ｸﾞｼｹﾝ ﾙﾅ 浦添市 0:22:2690 30502 上間　友利亜 ｳｴﾏ ﾕﾘｱ うるま市 0:22:2791 30723 山城　舞夏 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾅﾂ うるま市 0:22:2792 30695 久留島　美紅 ｸﾙｼﾏ ﾐｸ うるま市 0:22:2993 30693 新城　心花 ｼﾝｼﾞｮｳ ｺﾉｶ うるま市 0:22:3494 30514 津波古　佳凜 ﾂﾊｺ ｶﾘﾝ 読谷村 0:22:3495 30794 平安座　そあ ﾍﾝｻﾞ ｿｱ 沖縄市 0:22:3596 30762 宮城　琉唯 ﾐﾔｷﾞ ﾙｲ うるま市 0:22:4497 30332 岡田　衣未 ｵｶﾀﾞ ｴﾐ うるま市 0:23:0098 30317 大里　央花 ｵｵｻﾞﾄ ﾗﾅ うるま市 0:23:0299 30372 上江洲　詩奈 ｳｴｽﾞ ｼﾅ うるま市 0:23:06100 30417 宮里　舞 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏｲ うるま市 0:23:11101 30920 下里　菜弥乃 ｼﾓｻﾞﾄ ﾅﾐﾉ 沖縄市 0:23:14102 30361 名嘉眞　もも香 ﾅｶﾏ ﾓﾓｶ うるま市 0:23:15103 30792 池原　愛梨 ｲｹﾊﾗ ｱｲﾘ 南城市 0:23:19104 30443 與那嶺　楓花 ﾖﾅﾐﾈ ﾌｳｶ うるま市 0:23:20105 30447 市村　優真 ｲﾁﾑﾗ ﾕﾏ 沖縄市 0:23:20106 30426 金城　由希菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾅ うるま市 0:23:25107 30806 神田　莉沙 ｶﾐﾀﾞ ﾘｻ うるま市 0:23:26108 30907 石田　紗莉菜 ｲｼﾀﾞ ｻﾘﾅ うるま市 0:23:26109 30764 安村　咲希 ﾔｽﾑﾗ ｻｷ うるま市 0:23:28110 30933 和仁屋　心春 ﾜﾆﾔ ｺﾊﾙ うるま市 0:23:28111 30297 我如古　美龍 ｶﾞﾈｺ ﾐﾘｭｳ うるま市 0:23:36112 30774 金城　凜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾝ うるま市 0:23:36113 31900 宮国　野乃花 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾉﾉｶ うるま市 0:23:38114 30326 せお　みやび ｾｵ ﾐﾔﾋﾞ 北中城村 0:23:40115 32054 中村　颯希 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ うるま市 0:23:44116 31186 安慶名　結愛 ｱｹﾞﾅ ﾕｱ うるま市 0:23:44117 30793 山川　月菜 ﾔﾏｶﾜ ﾙﾅ うるま市 0:23:45118 33428 謝名堂　白鳥 ｼﾞｬﾅﾄﾞｳ ｽﾜ うるま市 0:23:46119 30410 大城　千采 ｵｵｼﾛ ﾁｻ うるま市 0:23:47120 30438 藏當　ゆず ｸﾗﾄｳ ﾕｽﾞ うるま市 0:23:47121 31158 桑江　帆乃香 ｸﾜｴ ﾎﾉｶ うるま市 0:23:48122 31775 ｵｺﾝｸｵ ｱｲｰｼｬ ｵｺﾝｸｵ ｱｲｰｼｬ うるま市 0:23:49123 30486 松川　結香 ﾏﾂｶﾜ ﾕｲｶ 沖縄市 0:23:59124 32063 玉城　一花 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾐｶ 読谷村 0:24:00



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7125 30778 名嘉山　綾音 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ うるま市 0:24:02126 31011 上原　柚羽空 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｱ うるま市 0:24:03127 30699 新城　月乃 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾂｷﾉ うるま市 0:24:05128 30482 比嘉　穂乃花 ﾋｶﾞ ﾎﾉｶ 沖縄市 0:24:07129 30303 安里　姫菜 ｱｻﾄ ﾋﾒﾅ 沖縄市 0:24:07130 31171 根保　美亜 ﾈﾎ ﾐｱ うるま市 0:24:10131 30696 大城　凛音 ｵｵｼﾛ ﾘﾝﾈ うるま市 0:24:11132 31496 屋宜　心々 ﾔｷﾞ ｺｺ うるま市 0:24:11133 33429 長濱　菜々子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾅｺ うるま市 0:24:11134 30342 平安　芽生 ﾋﾗﾔｽ ﾒｲ うるま市 0:24:11135 32117 比嘉　万空 ﾋｶﾞ ﾏﾋﾛ うるま市 0:24:11136 30363 岩崎　しのぶ ｲﾜｻｷ ｼﾉﾌﾞ 糸満市 0:24:13137 30141 内間　くるみ ｳﾁﾏ ｸﾙﾐ 沖縄市 0:24:17138 31132 山内　俐采 ﾔﾏｳﾁ ﾘｱﾅ 沖縄市 0:24:17139 30143 屋良　萌花 ﾔﾗ ﾓｴｶ うるま市 0:24:17140 30144 屋良　穂花 ﾔﾗ ﾎﾉｶ うるま市 0:24:20141 31159 長浜　美音 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾐｵﾝ うるま市 0:24:20142 30335 徳山　凜虹 ﾄｸﾔﾏ ﾘｺ うるま市 0:24:20143 31679 嵩西　綺明羅 ﾀｹﾆｼ ｷｱﾗ うるま市 0:24:20144 30826 伊盛　さくら ｲﾓﾘ ｻｸﾗ うるま市 0:24:23145 30809 外間　幸羽 ﾎｶﾏ ｺｳ うるま市 0:24:23146 30617 高良　結菜 ﾀｶﾗ ﾕｲﾅ 那覇市 0:24:26147 30877 小西　幹美 ｺﾆｼ ｸﾙﾐ 糸満市 0:24:28148 30878 出口　順子 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 那覇市 0:24:28149 33102 仲宗根　錬 ﾅｶｿﾈ ﾚﾝ 沖縄市 0:24:30150 31689 安座間　涼穂 ｱｻﾞﾏ ｽｽﾞﾎ うるま市 0:24:34151 31439 仲里　夢奈 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾒﾅ うるま市 0:24:34152 31207 山﨑　未紗希 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻｷ うるま市 0:24:34153 31677 又吉　莉乃亜 ﾏﾀﾖｼ ﾘﾉｱ うるま市 0:24:36154 31422 屋宜　裕亜 ﾔｷﾞ ﾕｳｱ うるま市 0:24:36155 30523 田場　響月 ﾀﾊﾞ ﾋﾋﾞｷ うるま市 0:24:37156 30787 藏當　百合愛 ｸﾗﾄｳ ﾕﾘｱ うるま市 0:24:38157 31317 宮里　梓 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱｽﾞｻ 沖縄市 0:24:38158 30737 植村　青澄 ｳｴﾑﾗ ｱｽﾞﾐ うるま市 0:24:40159 30388 田場　彩華 ﾀﾊﾞ ｱﾔｶ 沖縄市 0:24:43160 31470 花城　心美 ﾊﾅｼﾛ ｺｺﾐ うるま市 0:24:45161 31763 国場　珠奈 ｺｸﾊﾞ ｼｭﾅ うるま市 0:24:45162 30769 屋良　舞華 ﾔﾗ ﾏｲｶ 沖縄市 0:24:46163 30565 池野　愛菜 ｲｹﾉ ﾕｳﾅ 糸満市 0:24:49164 30276 知花　果歩 ﾁﾊﾞﾅ ｶﾎ うるま市 0:24:53165 30779 古堅　美結 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾐﾕ うるま市 0:24:56166 30461 儀保　真里 ｷﾞﾎﾞ ｼﾝﾘ うるま市 0:24:57167 30437 池原　杏 ｲｹﾊﾗ ｱﾝ うるま市 0:24:57168 30103 石川　椿紗 ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ うるま市 0:24:57169 30161 佐喜眞　梨衣 ｻｷﾏ ﾘｲ 宜野湾市 0:24:57170 30532 ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ﾐｱ ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ﾐｱ 読谷村 0:24:58171 30595 登川　侑奈 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾅ 沖縄市 0:24:58172 30811 玉城　美音 ﾀﾏｷ ﾐｵ 西原町 0:24:59173 31219 友寄　夢姫 ﾄﾓﾖｾ ﾕｷ うるま市 0:25:07174 30205 稲福　瑠 ｲﾅﾌｸ ﾙｲ うるま市 0:25:10175 30554 新里　美紅 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐｸﾞ うるま市 0:25:11176 30557 大城　咲花 ｵｵｼﾛ ｴﾅ うるま市 0:25:11177 31876 當銘　香乃 ﾄｳﾒ ｶﾉ うるま市 0:25:11178 31085 中村　可純 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ うるま市 0:25:11179 32968 與古田　詩温 ﾖｺﾀﾞ ｼｵﾝ 沖縄市 0:25:13180 30463 富永　陽菜 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾅ 宜野湾市 0:25:19181 30272 新里　ひまり ｼﾝｻﾞﾄ ﾋﾏﾘ うるま市 0:25:22182 30735 我如古　杏菜 ｶﾞﾈｺ ｱﾝﾅ うるま市 0:25:23183 31894 今村　早希 ｲﾏﾑﾗ ｻｷ 愛知県 0:25:23184 30356 金城　侑奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ 沖縄市 0:25:25185 30639 喜友名　希愛 ｷﾕﾅ ﾉｱ 沖縄市 0:25:26186 30546 川満　咲穂 ｶﾜﾐﾂ ｻｷﾎ 沖縄市 0:25:26



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7187 30788 知花　佳歩 ﾁﾊﾞﾅ ｶﾎ 沖縄市 0:25:26188 31927 東仲村　和香 ﾋｶﾞｼﾅｶﾑﾗ ﾜｶ うるま市 0:25:27189 30454 田中　凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ うるま市 0:25:27190 30156 天願　蒼 ﾃﾝｶﾞﾝ ｱｵ うるま市 0:25:29191 31138 桑江　姫乃 ｸﾜｴ ﾋﾒﾉ 沖縄市 0:25:30192 30861 兪　智慧俐 ﾕ ﾁｴﾘ うるま市 0:25:34193 30518 宮城　彩妃 ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾋ うるま市 0:25:34194 30687 名護　妃冬 ﾅｺﾞ ﾋﾕ うるま市 0:25:34195 30056 山城　かなえ ﾔﾏｼﾛ ｶﾅｴ うるま市 0:25:35196 30869 島袋　梨杏 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｱﾝ うるま市 0:25:35197 30757 山根　梨華 ﾔﾏﾈ ﾘﾉﾊ うるま市 0:25:35198 30578 藏當　恋愛音 ｸﾗﾄｳ ﾚｱﾈ うるま市 0:25:41199 31347 東浜　奏音 ﾋｶﾞｼﾊﾏ ｶﾉﾝ うるま市 0:25:42200 30210 比嘉　萌乃 ﾋｶﾞ ﾓｴﾉ 那覇市 0:25:42201 30883 屋良　美奈子 ﾔﾗ ﾐﾅｺ 沖縄市 0:25:42202 30610 香村　心夏 ｶﾑﾗ ｺｺﾅ うるま市 0:25:49203 30727 池原　杏奈 ｲｹﾊﾗ ｱﾝﾅ 沖縄市 0:25:52204 31664 石田　しのぶ ｲｼﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ うるま市 0:25:52205 30484 島袋　凰羽 ｼﾏﾌﾞｸ ｺｳ 沖縄市 0:25:52206 33234 稲福　望華 ｲﾅﾌｸ ﾐｶ うるま市 0:25:52207 31279 吉川　碧海美 ｷｯｶﾜ ﾐﾅﾐ 宜野湾市 0:25:55208 30755 平田　瑠沙 ﾋﾗﾀ ﾙｳｻ 宜野座村 0:25:55209 30796 阿武　奈美子 ｱﾝﾉ ﾅﾐｺ 沖縄市 0:25:56210 31730 伊藝　久江 ｲｹﾞｲ ﾋｻｴ うるま市 0:25:56211 31056 池原　梨香 ｲｹﾊﾗ ﾘｶ 南城市 0:25:58212 30602 塩川　真央 ｼｵｶﾜ ﾏｵ 名護市 0:25:59213 30384 喜友名　琉衣 ｷﾕﾅ ﾙｲ うるま市 0:26:00214 30415 三石　瑠璃 ﾐﾂｲｼ ﾙﾘ 渡嘉敷村 0:26:00215 30383 諸見里　鈴 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｽｽﾞ うるま市 0:26:00216 30548 ﾁｪｽﾀｰ ﾁｪﾙｼｰ ｾﾘ ﾁｪｽﾀｰ ﾁｪﾙｼｰ ｾﾘ 沖縄市 0:26:04217 31995 谷澤　月紫 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾂｸｼ 沖縄市 0:26:04218 32561 大金　祥子 ｵｵｶﾞﾈ ｼｮｳｺ うるま市 0:26:06219 30307 島崎　汐音 ｼﾏｻﾞｷ ｼｵﾈ うるま市 0:26:07220 30865 新崎　花音 ｱﾗｻｷ ｶﾉﾝ うるま市 0:26:08221 30772 上野　結衣佳 ｳｴﾉ ﾕｲｶ うるま市 0:26:10222 31485 玉城　花華 ﾀﾏｷ ﾊﾅ うるま市 0:26:13223 31732 座喜味　亜依 ｻﾞｷﾐ ｱｲ うるま市 0:26:15224 30163 島袋　涼 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳ うるま市 0:26:15225 30724 池田　由佳里 ｲｹﾀﾞ ﾕｶﾘ うるま市 0:26:18226 31238 松元　優月 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ うるま市 0:26:19227 30273 松井　結香 ﾏﾂｲ ﾕｲｶ うるま市 0:26:19228 31068 志岐　まちこ ｼｷ ﾏﾁｺ うるま市 0:26:21229 30795 大石根　陽菜 ｵｵｲｼﾈ ﾋﾅ うるま市 0:26:22230 30734 米山　奈那 ﾖﾈﾔﾏ ﾅﾅ 愛知県 0:26:23231 31073 澤岻　ゆかり ﾀｸｼ ﾕｶﾘ うるま市 0:26:23232 31307 下里　菜琉星 ｼﾓｻﾞﾄ ﾅﾙｾ 沖縄市 0:26:24233 30145 吉田　萌華 ﾖｼﾀﾞ ﾓｶ 沖縄市 0:26:26234 31690 仲地　栞里 ﾅｶﾁ ｼｵﾘ 与那原町 0:26:30235 30310 泊　美海 ﾄﾏﾘ ﾐｳ うるま市 0:26:31236 30765 仲宗根　みつき ﾅｶｿﾈ ﾐﾂｷ うるま市 0:26:31237 30519 山城　亜友 ﾔﾏｼﾛ ｱﾕ うるま市 0:26:31238 31755 岸本　ななみ ｷｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ うるま市 0:26:33239 32548 知名　睦美 ﾁﾅ ﾑﾂﾐ うるま市 0:26:36240 31188 喜友名　菜苗 ｷﾕﾅ ﾅﾅｴ 沖縄市 0:26:41241 30889 米山　美鈴 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 愛知県 0:26:44242 31890 西　るみ子 ﾆｼ ﾙﾐｺ 糸満市 0:26:46243 31218 友寄　唯夏 ﾄﾓﾖｾ ﾕｲｶ うるま市 0:26:51244 30882 名護　春菜 ﾅｺﾞ ﾊﾙﾅ うるま市 0:26:52245 30154 高良　未来 ﾀｶﾗ ﾐﾗｲ うるま市 0:26:53246 30530 安慶名　春璃 ｱｹﾞﾅ ｼｭﾘ うるま市 0:26:55247 31997 Roe Eliya ﾛｰ ｴﾘﾔ 読谷村 0:26:58248 30507 田場　優月 ﾀﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ うるま市 0:26:58



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7249 30868 知花　柚李 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾘ 沖縄市 0:26:58250 30843 名護　小雪 ﾅｺﾞ ｺﾕｷ うるま市 0:26:58251 30688 屋宜　栞菜 ﾔｷﾞ ｶﾝﾅ うるま市 0:27:02252 30874 我如古　鈴菜 ｶﾞﾈｺ ｽｽﾞﾅ うるま市 0:27:04253 30974 植田　琉愛 ｳｴﾀﾞ ﾙｱ 嘉手納町 0:27:06254 33263 宮里　友実 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕﾐ うるま市 0:27:07255 30858 植田　真理子 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘｺ 嘉手納町 0:27:07256 33265 與座　紅凜 ﾖｻﾞ ｱｶﾘ うるま市 0:27:07257 30738 森根　ゆみ子 ﾓﾘﾈ ﾕﾐｺ 那覇市 0:27:07258 31236 知念　磨里 ﾁﾈﾝ ﾏｱﾘ うるま市 0:27:10259 31482 読谷山　香乃愛 ﾖﾐﾀﾝｻﾞﾝ ｶﾉｱ 宜野湾市 0:27:10260 32651 宮良　椛 ﾐﾔﾗ ﾓﾐｼﾞ 沖縄市 0:27:11261 30745 名護　かおる ﾅｺﾞ ｶｵﾙ うるま市 0:27:14262 31057 金城　春香 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ うるま市 0:27:16263 30786 長浜　洋美 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾛﾐ 読谷村 0:27:16264 30791 久保　菜々美 ｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ うるま市 0:27:18265 30657 奥間　末美 ｵｸﾏ ｽｴﾐ 読谷村 0:27:18266 30269 川端　莉子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｺ うるま市 0:27:20267 31532 兼島　きさら ｶﾈｼﾏ ｷｻﾗ うるま市 0:27:20268 30749 津波　昌子 ﾂﾊ ｼｮｳｺ 読谷村 0:27:22269 33416 友寄　夢音 ﾄﾓﾖｾ ﾐｵﾝ 沖縄市 0:27:22270 32335 児玉　麻紀子 ｺﾀﾞﾏ ﾏｷｺ 那覇市 0:27:22271 30739 河井　みやび ｶﾜｲ ﾐﾔﾋﾞ 沖縄市 0:27:22272 30504 比屋根　愛桜 ﾋﾔﾈ ｱｲﾗ うるま市 0:27:24273 30469 仲田　亜美 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ うるま市 0:27:26274 30784 屋富祖　夢花來 ﾔﾌｿ ﾒｸﾞﾙ うるま市 0:27:26275 30304 上門　紋菜 ｳｴｼﾞｮｳ ｱﾔﾅ うるま市 0:27:26276 30567 徳田　千智 ﾄｸﾀﾞ ﾁｻ うるま市 0:27:27277 30635 久高　一華 ｸﾀﾞｶ ｲﾁｶ うるま市 0:27:27278 30559 源河　杏美 ｹﾞﾝｶ ｱﾝﾐ うるま市 0:27:27279 30566 徳田　鮎 ﾄｸﾀﾞ ｱﾕ うるま市 0:27:28280 30596 登川　瑞希 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾐｽﾞｷ 沖縄市 0:27:29281 30256 島袋　優子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｺ うるま市 0:27:31282 30766 當山　忍 ﾄｳﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ うるま市 0:27:31283 30857 和仁屋　心花 ﾜﾆﾔ ｺﾊﾅ うるま市 0:27:35284 31419 喜友名　優愛 ｷﾕﾅ ﾕｱ うるま市 0:27:38285 30950 Miho Hanashiro ﾐﾎ ﾊﾅｼﾛ 外国人 0:27:38286 30785 鈴木　美琉 ｽｽﾞｷ ﾁｭﾗﾘ うるま市 0:27:38287 30816 中村　莉 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘ うるま市 0:27:38288 33244 城間　葵 ｼﾛﾏ ｱｵｲ 沖縄市 0:27:39289 31600 与座　咲希枝 ﾖｻﾞ ｻｷｴ 南風原町 0:27:40290 30756 仲里　憧子 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｳｺ 沖縄市 0:27:43291 31340 市村　凪彩 ｲﾁﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 沖縄市 0:27:44292 30404 小潮川　柚歩 ｺｼｵｶﾜ ﾕｽﾞﾎ 沖縄市 0:27:44293 31867 仲嶺　彩華 ﾅｶﾐﾈ ｱﾔｶ 沖縄市 0:27:44294 30591 安次富　幸子 ｱｼﾄﾐ ｻﾁｺ うるま市 0:27:44295 30534 青柳　るな ｱｵﾔｷﾞ ﾙﾅ うるま市 0:27:44296 32652 宮良　櫻 ﾐﾔﾗ ｻｸﾗ 沖縄市 0:27:44297 30416 宮里　真紀子 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏｷｺ うるま市 0:27:45298 31598 町田　海来 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾗｲ 宜野湾市 0:27:55299 33408 宮里　桃奈 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾓﾓﾅ 沖縄市 0:27:58300 30394 小田喜　彩夏 ｵﾀﾞｷ ｱﾔｶ 神奈川県 0:27:59301 30318 池宮城　結璃 ｲｹﾐﾔｷﾞ ﾕｲﾘ うるま市 0:27:59302 31868 平田　千尋 ﾋﾗﾀ ﾁﾋﾛ うるま市 0:27:59303 31663 久場　千安季 ｸﾊﾞ ﾁｱｷ 沖縄市 0:28:00304 30640 喜友名　優愛 ｷﾕﾅ ﾕｱ 沖縄市 0:28:02305 30990 嶺井　真由美 ﾐﾈｲ ﾏﾕﾐ 南城市 0:28:04306 31592 大城　里緒 ｵｵｼﾛ ﾘｵ 北中城村 0:28:05307 30021 大城　瑠夏 ｵｵｼﾛ ﾙｶ 北中城村 0:28:05308 31593 大城　裕里瑠 ｵｵｼﾛ ﾕﾘﾙ 北中城村 0:28:05309 30395 金城　真緒 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ 沖縄市 0:28:05310 30852 仲宗根　和枝 ﾅｶｿﾈ ｶｽﾞｴ 名護市 0:28:07



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7311 31685 比嘉　一樺 ﾋｶﾞ ｲﾁｶ うるま市 0:28:07312 32579 又吉　奏帆 ﾏﾀﾖｼ ｶﾅﾎ うるま市 0:28:08313 33059 山田　琉心 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ うるま市 0:28:08314 30768 與那嶺　広樺 ﾖﾅﾐﾈ ﾋﾛｶ うるま市 0:28:08315 31278 吉川　久美子 ｷｯｶﾜ ｸﾐｺ 宜野湾市 0:28:12316 31636 池味　優心利 ｲｹﾐ ﾕﾐﾘ うるま市 0:28:13317 30942 森　千咲葵 ﾓﾘ ﾁｻｷ 宜野湾市 0:28:13318 31086 佐渡山　花鈴 ｻﾄﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ うるま市 0:28:14319 30790 豊平　愛果 ﾄﾖﾋﾗ ﾏﾅｶ うるま市 0:28:14320 30679 仲栄真　心愛 ﾅｶｴﾏ ｺｱ 宜野座村 0:28:14321 30721 宜志　南姫 ｷﾞｼ ﾅﾐｷ うるま市 0:28:14322 30984 宮里　頼佳 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾗｲｶ 宜野湾市 0:28:15323 30754 上原　未憂 ｳｴﾊﾗ ﾐﾕｳ うるま市 0:28:16324 30855 大庭　舞香 ｵｵﾊﾞ ﾏｲｶ うるま市 0:28:18325 33430 玉城　もも ﾀﾏｷ ﾓﾓ うるま市 0:28:20326 31909 市原　海咲 ｲﾁﾊﾗ ﾐｻｷ うるま市 0:28:21327 30435 島田　さと子 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 那覇市 0:28:21328 30978 仲田　千賀子 ﾅｶﾀﾞ ﾁｶｺ うるま市 0:28:28329 31163 大城　チエ ｵｵｼﾛ ﾁｴ うるま市 0:28:29330 30678 上藏　美佳 ｳｴｸﾗ ｷﾖｶ うるま市 0:28:32331 30509 石原　稲子 ｲｼﾊﾗ ｲﾈｺ うるま市 0:28:33332 30980 清家　えり子 ｾｲｹ ｴﾘｺ 宜野湾市 0:28:33333 32663 城間　由香 ｼﾛﾏ ﾕｶ 沖縄市 0:28:35334 30890 米山　未来 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ 愛知県 0:28:40335 32330 知名　來愛 ﾁﾅ ﾗｲﾘ うるま市 0:28:41336 30321 吉村　奏珊 ﾖｼﾑﾗ ｶﾅｻ うるま市 0:28:46337 31602 久留島　のぞみ ｸﾙｼﾏ ﾉｿﾞﾐ うるま市 0:28:47338 30407 ﾁｪｽﾀｰ ｵﾘﾋﾞｱ ｴﾘ ﾁｪｽﾀｰ ｵﾘﾋﾞｱ ｴﾘ 沖縄市 0:28:51339 32582 伊是名　彩悠香 ｲｾﾞﾅ ｱﾕｶ 沖縄市 0:28:52340 32985 内原　麻裡 ｳﾁﾊﾗ ﾏﾘ 沖縄市 0:28:55341 32245 照屋　楓梓 ﾃﾙﾔ ﾌｳｶ 沖縄市 0:28:56342 31590 仲田　朱里 ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 沖縄市 0:29:03343 30220 崎原　香乃子 ｻｷﾊﾗ ｶﾉｺ 沖縄市 0:29:05344 31129 宮里　善美 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾖｼﾐ うるま市 0:29:06345 30957 とうま　りりあ ﾄｳﾏ ﾘﾘｱ 浦添市 0:29:08346 30776 ﾁｪｽﾀｰ 千草 ﾁｪｽﾀｰ ﾁｸﾞｻ 沖縄市 0:29:08347 31266 田原　陽和 ﾀﾊﾗ ﾋﾖﾘ 宜野座村 0:29:08348 32434 ﾌﾚﾐﾝｸﾞ 米子 ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾖﾈｺ うるま市 0:29:09349 30467 島袋　結衣 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｲ うるま市 0:29:10350 30896 小橋川　希空 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾉｱ うるま市 0:29:10351 30433 島袋　菜楠 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅﾅ うるま市 0:29:10352 30436 八巻　和花 ﾔﾏｷ ﾉﾄﾞｶ うるま市 0:29:10353 30176 目差　ちえ ﾒｻﾞｼ ﾁｴ うるま市 0:29:10354 30418 安里　香音 ｱｻﾄ ｶﾉﾝ うるま市 0:29:11355 31336 冨村　心乃美 ﾄﾐﾑﾗ ｺﾉﾐ 浦添市 0:29:12356 32572 仲村　萌音 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾈ うるま市 0:29:14357 30948 松田　寿賀乃 ﾏﾂﾀﾞ ｽｶﾞﾉ 沖縄市 0:29:16358 31164 大嶺　京香 ｵｵﾐﾈ ｷｮｳｶ 沖縄市 0:29:16359 31314 髙橋　稚奈 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 沖縄市 0:29:17360 30979 新垣　桜花 ｱﾗｶｷ ｻｸﾗ 沖縄市 0:29:17361 31105 濱崎　永愛 ﾊﾏｻｷ ﾄｱ うるま市 0:29:19362 31838 仲宗根　莉寿 ﾅｶｿﾈ ﾘｽﾞ うるま市 0:29:19363 31001 上原　美乃 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾉ 与那原町 0:29:21364 31607 前浜　晴菜 ﾏｴﾊﾏ ﾊﾙﾅ 浦添市 0:29:21365 31102 石川　日菜 ｲｼｶﾜ ﾋﾅ うるま市 0:29:23366 30750 小橋川　静香 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｼｽﾞｶ 名護市 0:29:25367 30164 照屋　華音 ﾃﾙﾔ ｶﾉﾝ 沖縄市 0:29:25368 31370 屋宜　真奈 ﾔｷﾞ ﾏﾅ うるま市 0:29:28369 30642 喜納　愛心 ｷﾅ ｱｲﾐ 沖縄市 0:29:29370 32460 本多　春歩 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｱ 沖縄市 0:29:30371 32023 大野　友藍 ｵｵﾉ ﾕｱ うるま市 0:29:30372 31191 幸地　彩華 ｺｳﾁ ｲﾛﾊ 嘉手納町 0:29:32



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7373 30658 佐藤　みゆき ｻﾄｳ ﾐﾕｷ うるま市 0:29:32374 31000 安富祖　あゆみ ｱﾌｿ ｱﾕﾐ 金武町 0:29:34375 31405 釆女　聡子 ｳﾈﾒ ｻﾄｺ 東京都 0:29:36376 31104 山内　咲紀 ﾔﾏｳﾁ ｻｷ うるま市 0:29:37377 30044 山城　みどり ﾔﾏｼﾛ ﾐﾄﾞﾘ 沖縄市 0:29:37378 32306 宮城　李音 ﾐﾔｷﾞ ﾘｵﾝ 北中城村 0:29:38379 32198 知名　來星 ﾁﾅ ﾗｲﾈ うるま市 0:29:40380 30366 大屋　ひまり ｵｵﾔ ﾋﾏﾘ うるま市 0:29:40381 30291 平敷　智子 ﾍｼｷ ｻﾄｺ うるま市 0:29:41382 31574 Roe Naomi ﾛｰ ﾅｵﾐ 読谷村 0:29:42383 30632 髙宮城　未海 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾐｳ 沖縄市 0:29:44384 30871 玉城　百菜穂 ﾀﾏｷ ﾓﾅﾐ 沖縄市 0:29:46385 31658 金城　そら ｷﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ 沖縄市 0:29:47386 32930 比嘉　紅葉 ﾋｶﾞ ｸﾚﾊ うるま市 0:29:48387 30844 木村　桜 ｷﾑﾗ ｻｸﾗ 名護市 0:29:48388 32144 翁長　紫乃 ｵﾅｶﾞ ｼﾉ 沖縄市 0:29:49389 30814 富永　真裕子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾕｺ 宜野湾市 0:29:50390 31190 嘉数　羽菜 ｶｶｽﾞ ﾊﾅ 嘉手納町 0:29:51391 30915 黒木　香里 ｸﾛｷ ｶｵﾘ 沖縄市 0:29:53392 31341 池間　美月 ｲｹﾏ ﾐﾂﾞｷ うるま市 0:29:56393 30922 kinjo saki kinjo saki 沖縄市 0:29:57394 32028 えいもん　きあら ｴｲﾓﾝ ｷｱﾗ うるま市 0:29:58395 32026 榮門　由里亜 ｴｲﾓﾝ ﾕﾘｱ うるま市 0:29:58396 30964 原田　すず ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾞ 那覇市 0:30:00397 31959 Porterfield Lucy ﾎﾟｰﾀｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾙｰｼｰ うるま市 0:30:00398 30705 謝花　佑月 ｼﾞｬﾊﾅ ﾕﾂﾞｷ 沖縄市 0:30:00399 30918 松本　香織 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 金武町 0:30:02400 30722 宜志富　愛美 ｷﾞｼﾄﾐ ﾏﾅﾐ うるま市 0:30:03401 31586 和泉　ますみ ｲｽﾞﾐ ﾏｽﾐ 沖縄市 0:30:08402 31659 金城　心菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｺﾅ 沖縄市 0:30:11403 30357 金城　若奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾅ 沖縄市 0:30:21404 32142 翁長　裕美 ｵﾅｶﾞ ﾕﾐ 沖縄市 0:30:23405 31880 與儀　愛子 ﾖｷﾞ ｱｲｺ 浦添市 0:30:23406 31879 宮良　遥 ﾐﾔﾗ ﾊﾙｶ 浦添市 0:30:23407 31881 松田　朱加 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 浦添市 0:30:24408 30700 新城　心乃 ｼﾝｼﾞｮｳ ｺｺﾉ うるま市 0:30:24409 31378 宮里　裕美 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾋﾛﾐ 宜野湾市 0:30:24410 30697 内間　優凜 ｳﾁﾏ ﾕﾘﾝ うるま市 0:30:25411 31270 久高　瑞希 ｸﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ 沖縄市 0:30:25412 31806 山田　理沙 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｻ うるま市 0:30:26413 31008 岸本　実莉亜 ｷｼﾓﾄ ﾐﾘｱ 沖縄市 0:30:28414 31492 横田　久美 ﾖｺﾀ ｸﾐ うるま市 0:30:29415 30260 金城　恵 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:30:29416 30960 新川　綾乃 ｱﾗｶﾜ ｱﾔﾉ 沖縄市 0:30:30417 31584 島袋　愛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｲ うるま市 0:30:30418 30962 新川　美璃 ｱﾗｶﾜ ﾐｲﾘ 沖縄市 0:30:30419 33316 新里　智惠 ｼﾝｻﾞﾄ ﾁｴ 沖縄市 0:30:30420 30162 仲嶺　愛乃 ﾅｶﾐﾈ ｱﾉ 宜野湾市 0:30:30421 30636 玉城　梨音 ﾀﾏｼﾛ ﾘﾉﾝ 沖縄市 0:30:31422 31216 安慶名　美空 ｱｹﾞﾅ ﾐｸ うるま市 0:30:33423 30936 山内　想愛 ﾔﾏｳﾁ ｿｱﾗ うるま市 0:30:34424 31384 徳門　愛花 ﾄｸｼﾞｮｳ ﾏﾄﾞｶ うるま市 0:30:36425 31656 伊藝　夏樹 ｲｹﾞｲ ﾅﾂｷ うるま市 0:30:36426 31795 宮里　優維 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｲ 沖縄市 0:30:40427 31488 喜瀬　真奈 ｷｾ ﾏﾅ 名護市 0:30:41428 30358 金城　新奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾆｲﾅ 沖縄市 0:30:44429 31090 金城　千春 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:30:44430 30830 新垣　柚乃 ｱﾗｶｷ ﾕﾉ 中城村 0:30:45431 31197 CHAN KAM LIN CHAN KAM LIN 外国人 0:30:45432 31274 玉城　洋子 ﾀﾏｷ ﾖｳｺ 那覇市 0:30:47433 33418 翁長　小恋 ｵﾅｶﾞ ｺｺ 沖縄市 0:30:53434 30773 新里　真央 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｵ うるま市 0:30:55



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7435 30867 上原　心綺 ｳｴﾊﾗ ﾐｱ うるま市 0:30:55436 33108 高嶺　茉那佳 ﾀｶﾐﾈ ﾏﾅｶ 沖縄市 0:31:00437 32537 町田　凪青 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾄ 宜野湾市 0:31:00438 30929 座間味　忍 ｻﾞﾏﾐ ｼﾉﾌﾞ うるま市 0:31:00439 31635 山城　成華 ﾔﾏｼﾛ ﾅﾘｶ うるま市 0:31:01440 30655 比嘉　麗 ﾋｶﾞ ﾚｲ 沖縄市 0:31:01441 30653 比嘉　都々子 ﾋｶﾞ ﾂﾂﾞｺ 沖縄市 0:31:03442 31448 幸地　雅 ｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ うるま市 0:31:03443 31760 大嶺　真弓 ｵｵﾐﾈ ﾏﾕﾐ 沖縄市 0:31:04444 31440 玉城　万寿代 ﾀﾏｷ ﾏｽﾖ 沖縄市 0:31:05445 31761 金城　恵美 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴﾐ 沖縄市 0:31:05446 30977 佐渡山　順子 ｻﾄﾞﾔﾏ ﾉﾘｺ 恩納村 0:31:07447 31841 神谷　かずみ ｶﾐﾏ ｶｽﾞﾐ 中城村 0:31:08448 30624 仲村　日陽 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ うるま市 0:31:08449 31956 ライマー　美香 ﾗｲﾏｰ ﾐｶ うるま市 0:31:09450 31157 島田　優莉華 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ うるま市 0:31:09451 32258 仲地　悠菜 ﾅｶﾁ ﾕｳﾅ 沖縄市 0:31:10452 31501 福原　里絵 ﾌｸﾊﾗ ﾘｴ うるま市 0:31:10453 30829 新垣　苺々 ｱﾗｶｷ ﾓﾓ 中城村 0:31:15454 31294 仲村　梨杏 ﾅｶﾑﾗ ﾘｱﾝ 沖縄市 0:31:16455 31383 徳里　夏子 ﾄｸｻﾞﾄ ﾅﾂｺ うるま市 0:31:18456 32422 又吉　梓 ﾏﾀﾖｼ ｱｽﾞｻ 沖縄市 0:31:18457 31215 古堅　永彩 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾄｱ うるま市 0:31:20458 31224 桑鶴　彩夏 ｸﾜﾂﾞﾙ ｱﾔｶ うるま市 0:31:20459 31263 神谷　結菜 ｶﾐﾔ ﾕｲﾅ 宜野湾市 0:31:20460 32008 吉村　陽子 ﾖｼﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄市 0:31:20461 32496 伊地　由香里 ｲｼﾞ ﾕｶﾘ 沖縄市 0:31:20462 33305 前原　里保 ﾏｴﾊﾗ ﾘﾎ うるま市 0:31:22463 30767 諸星　広美 ﾓﾛﾎｼ ﾋﾛﾐ 宜野湾市 0:31:23464 31640 古謝　友理奈 ｺｼﾞｬ ﾕﾘﾅ 沖縄市 0:31:25465 30631 多和田　陽葵 ﾀﾜﾀ ﾋﾏﾘ 沖縄市 0:31:26466 31721 東江　光里 ｱｶﾞﾘｴ ﾋｶﾘ 那覇市 0:31:26467 30609 香村　美歌 ｶﾑﾗ ﾐｶ うるま市 0:31:27468 31518 祖堅　未華 ｿｹﾝ ﾐﾙｶ うるま市 0:31:27469 33013 祖堅　杏華 ｿｹﾝ ｷｮｳｶ うるま市 0:31:27470 31517 祖堅　心華 ｿｹﾝ ｺｺｶ うるま市 0:31:27471 31634 長堂　桜来 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｻﾗ 北谷町 0:31:28472 31698 島田　春奈 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 南城市 0:31:28473 31519 祖堅　成華 ｿｹﾝ ﾅﾙｶ うるま市 0:31:31474 31076 平安座　なつみ ﾍﾝｻﾞ ﾅﾂﾐ 沖縄市 0:31:31475 33092 宮里　凰華 ﾐﾔｻﾞﾄ ｵｳｶ うるま市 0:31:31476 30645 比嘉　友乃 ﾋｶﾞ ﾄﾓﾉ 沖縄市 0:31:32477 30643 喜納　唯心 ｷﾅ ﾕｲﾐ 沖縄市 0:31:33478 31222 小渡　すずな ｵﾄﾞ ｽｽﾞﾅ うるま市 0:31:33479 30930 穴澤　碧 ｱﾅｻﾞﾜ ｱｵｲ うるま市 0:31:34480 31791 上運天　二姫 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾆｯｷ うるま市 0:31:34481 33064 東江　未空 ｱｶﾞﾘｴ ﾐｸ 那覇市 0:31:37482 30593 永山　すずな ﾅｶﾞﾔﾏ ｽｽﾞﾅ うるま市 0:31:39483 31387 又吉　芭奈 ﾏﾀﾖｼ ﾊﾅ 那覇市 0:31:40484 30275 仲間　莉那 ﾅｶﾏ ﾘﾅ 沖縄市 0:31:41485 31339 谷村　珠奈 ﾀﾆﾑﾗ ｼﾞｭﾅ 南風原町 0:31:41486 31527 與那嶺　桃花 ﾖﾅﾐﾈ ﾓﾓｶ うるま市 0:31:43487 32423 伊禮　里紗 ｲﾚｲ ﾘｻ 沖縄市 0:31:45488 31441 佐藤　さとみ ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 沖縄市 0:31:45489 32851 ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ 礼子 ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ ﾚｲｺ うるま市 0:31:47490 31323 津波古　愛花 ﾂﾊｺ ﾏﾅｶ 読谷村 0:31:48491 31528 萩原　愛 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾅ うるま市 0:31:48492 31784 永吉　江梨子 ﾅｶﾞﾖｼ ｴﾘｺ 北谷町 0:31:49493 33395 島袋　史穏 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｵﾝ 南風原町 0:31:50494 32398 大塚　由希子 ｵｵﾂｶ ﾕｷｺ 埼玉県 0:31:51495 31599 与座　奏枝 ﾖｻﾞ ｶﾅｴ 南風原町 0:31:51496 31329 大城　美海 ｵｵｼﾛ ﾐｳ 那覇市 0:31:52



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7497 31230 福地　心愛 ﾌｸﾁ ｺｱ うるま市 0:31:52498 31503 大嶺　紀子 ｵｵﾐﾈ ﾉﾘｺ うるま市 0:31:53499 31126 山城　規子 ﾔﾏｼﾛ ﾉﾘｺ うるま市 0:31:54500 31127 掛福　静江 ｶｹﾌｸ ｼｽﾞｴ うるま市 0:31:54501 30744 呉屋　仁菜 ｺﾞﾔ ﾆｲﾅ うるま市 0:31:55502 31731 長堂　亜弓 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｱﾕﾐ うるま市 0:31:57503 31205 玉川　セーラ ﾀﾏｶﾞﾜ ｾｰﾗ うるま市 0:31:57504 31392 稲嶺　彩音 ｲﾅﾐﾈ ｱﾔﾈ 北谷町 0:31:58505 31249 長濱　一花 ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾁｶ うるま市 0:31:58506 30899 島袋　和花 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾜｶ 沖縄市 0:31:58507 30956 とうま　きらら ﾄｳﾏ ｷﾗﾗ 浦添市 0:31:59508 31042 ﾀﾕﾌｪｰﾙ 世真 ﾀﾕﾌｪｰﾙ ｾﾏ 沖縄市 0:31:59509 30859 宮城　彩実華 ﾐﾔｷﾞ ｱﾐｶ うるま市 0:31:59510 30460 ﾊﾞｰｸ さくら ｱﾐﾘｱ ﾊﾞｰｸ ｻｸﾗｱﾐﾘｱ 浦添市 0:32:00511 31957 ライマー　舞香 ﾗｲﾏｰ ﾏｲｶ うるま市 0:32:00512 30949 久保田　花穂 ｸﾎﾞﾀ ｶﾎ うるま市 0:32:00513 32174 仲地　春葵 ﾅｶﾁ ﾊﾙｱ 与那原町 0:32:02514 32285 又吉　紗菜 ﾏﾀﾖｼ ｻﾅ 沖縄市 0:32:07515 31199 永山　月乃 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂｷﾉ 宜野湾市 0:32:07516 31400 山根　京子 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｺ うるま市 0:32:08517 31098 稲嶺　聡子 ｲﾅﾐﾈ ｻﾄｺ 宜野湾市 0:32:08518 31855 比嘉　美波 ﾋｶﾞ ﾐﾅﾐ 宜野湾市 0:32:08519 31608 前浜　美紀 ﾏｴﾊﾏ ﾐｷ 浦添市 0:32:09520 33417 仲尾次　はるか ﾅｶｵｼﾞ ﾊﾙｶ 沖縄市 0:32:09521 30732 天願　聖子 ﾃﾝｶﾞﾝ ｾｲｺ うるま市 0:32:12522 31892 島袋　あかり ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｶﾘ 沖縄市 0:32:12523 31891 仲本　朱里 ﾅｶﾓﾄ ｱｶﾘ うるま市 0:32:12524 30432 上江洲　良子 ｳｴｽﾞ ﾘｮｳｺ うるま市 0:32:13525 31391 宮平　千歳 ﾐﾔﾋﾗ ﾁﾄｾ うるま市 0:32:14526 31505 保田　りょう ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ うるま市 0:32:14527 31842 比嘉　絵梨奈 ﾋｶﾞ ｴﾘﾅ 沖縄市 0:32:15528 31368 池宮　百華 ｲｹﾐﾔ ﾓﾓｶ うるま市 0:32:16529 31036 糸満　彩夏 ｲﾄﾏﾝ ｱﾔﾅ うるま市 0:32:16530 31390 宮平　典子 ﾐﾔﾋﾗ ﾉﾘｺ うるま市 0:32:17531 31601 伊禮　真奏 ｲﾚｲ ﾏｶﾅ 読谷村 0:32:19532 32555 嘉手苅　幸奈 ｶﾃﾞｶﾙ ﾕｷﾅ 南風原町 0:32:19533 31454 神田　あんり ｶﾝﾀﾞ ｱﾝﾘ 金武町 0:32:21534 30674 中根　花 ﾅｶﾈ ﾊﾅ 沖縄市 0:32:24535 31280 花城　媛香 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾒｶ うるま市 0:32:29536 31026 棚原　心陽 ﾀﾅﾊﾗ ｺﾊﾙ 沖縄市 0:32:29537 32967 與古田　優子 ﾖｺﾀﾞ ﾕｳｺ 沖縄市 0:32:30538 32544 前浜　隆代 ﾏｴﾊﾏ ﾀｶﾖ 浦添市 0:32:31539 30945 伊野波　琉々 ｲﾉﾊ ﾙﾙ うるま市 0:32:32540 32210 辻本 ﾚﾃﾞｨｰﾊﾟﾒﾗ みき ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚﾃﾞｨｰﾊﾟﾒﾗ ﾐｷ 沖縄市 0:32:32541 32725 冨着　志穂 ﾌﾁｬｸ ｼﾎ うるま市 0:32:33542 31115 森山　莉碧 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｲｱ うるま市 0:32:33543 32424 中村　紅子 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ うるま市 0:32:33544 30873 佐渡山　瑞稀 ｻﾄﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ うるま市 0:32:34545 33063 前田　豊美 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾖﾐ 南風原町 0:32:35546 30541 儀間　莉歌 ｷﾞﾏ ﾘﾝｶ うるま市 0:32:35547 31035 糸満　静香 ｲﾄﾏﾝ ｼｽﾞｶ うるま市 0:32:36548 33424 玉城　律枝 ﾀﾏｼﾛ ﾘﾂｴ 読谷村 0:32:37549 31161 金城　栞 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｵﾘ うるま市 0:32:38550 32709 池味　笑奈 ｲｹﾐ ｴﾅ うるま市 0:32:38551 31077 平安座　りま ﾍﾝｻﾞ ﾘﾏ 沖縄市 0:32:40552 30536 石川　美樹 ｲｼｶﾜ ﾐｷ うるま市 0:32:42553 30684 天願　千栞海 ﾃﾝｶﾞﾝ ｾﾘﾅ うるま市 0:32:44554 30571 山田　ミユキ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 読谷村 0:32:44555 30681 天願　あきの ﾃﾝｶﾞﾝ ｱｷﾉ うるま市 0:32:45556 31675 長田　梨李 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾘ 沖縄市 0:32:46557 30641 喜納　香織 ｷﾅ ｶｵﾘ 沖縄市 0:32:47558 31054 松田　愛子 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｺ 那覇市 0:32:48



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7559 31719 兼島　洋子 ｶﾈｼﾏ ﾖｳｺ 西原町 0:32:51560 30892 仲村　エリ子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ うるま市 0:32:51561 31450 屋宜　陽莉 ﾔｷﾞ ﾋﾏﾘ うるま市 0:32:51562 31369 屋宜　菜穂 ﾔｷﾞ ﾅﾎ うるま市 0:32:51563 31826 山城　和子 ﾔﾏｼﾛ ﾜｺ うるま市 0:32:52564 31825 山城　マサエ ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｴ うるま市 0:32:52565 32213 山川　美優 ﾔﾏｶﾜ ﾐﾕ 南風原町 0:32:53566 31229 兼本　幸乃 ｶﾈﾓﾄ ﾕｷﾉ うるま市 0:33:00567 32712 山城　美夢 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾕ 沖縄市 0:33:02568 31225 桑鶴　美海 ｸﾜﾂﾞﾙ ﾐｶ うるま市 0:33:04569 31135 森　りおな ﾓﾘ ﾘｵﾅ 宜野湾市 0:33:04570 31522 中地　絢愛 ﾅｶﾁ ｱﾔﾒ 宜野湾市 0:33:06571 32151 倉田　美寿々 ｸﾗﾀ ﾐｽｽﾞ 読谷村 0:33:06572 31859 中村　由香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ うるま市 0:33:07573 31953 森山　美由紀 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕｷ 沖縄市 0:33:07574 31570 宮城　らぶ ﾐﾔｷﾞ ﾗﾌﾞ うるま市 0:33:07575 31992 松元　うらん ﾏﾂﾓﾄ ｳﾗﾝ うるま市 0:33:07576 30901 赤木　楓 ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ 沖縄市 0:33:08577 31071 宮城　絢子 ﾐﾔｷﾞ ｱﾔｺ 沖縄市 0:33:09578 31070 新垣　綾野 ｱﾗｶｷ ｱﾔﾉ 沖縄市 0:33:09579 31226 屋宜　海南 ﾔｷﾞ ｶﾅﾝ うるま市 0:33:10580 31452 中村　涼子 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｺ うるま市 0:33:10581 31785 喜瀬　笑奈 ｷｾ ｴﾅ 名護市 0:33:11582 30836 赤木　香 ｱｶｷﾞ ｶｵﾘ 沖縄市 0:33:11583 32264 澤岻　綾女 ﾀｸｼ ｱﾔﾒ うるま市 0:33:12584 31213 高山　紗季 ﾀｶﾔﾏ ｻｷ うるま市 0:33:12585 32179 志多伯　心美 ｼﾀﾊｸ ｺｺﾐ うるま市 0:33:13586 32405 徳門　さゆり ﾄｸｼﾞｮｳ ｻﾕﾘ うるま市 0:33:13587 31418 上地　絵利子 ｳｴﾁ ｴﾘｺ うるま市 0:33:14588 32996 永山　椿 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂﾊﾞｷ 与那原町 0:33:14589 31214 古堅　由彩 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾕｱ うるま市 0:33:16590 30952 津波古　かおり ﾂﾊｺ ｶｵﾘ うるま市 0:33:16591 31692 宇良　妃織 ｳﾗ ﾋｵﾘ うるま市 0:33:17592 31311 宮城　亜希 ﾐﾔｷﾞ ｱｷ うるま市 0:33:19593 30880 佐渡山　熙愛 ｻﾄﾞﾔﾏ ｲﾒ うるま市 0:33:20594 31508 渡久川　凜羽 ﾄｸｶﾞﾜ ﾘﾝ うるま市 0:33:20595 33370 宮城　明希 ﾐﾔｷﾞ ｱｷ 浦添市 0:33:22596 33369 玉城　一葉 ﾀﾏｷ ｲﾁﾊ 浦添市 0:33:22597 31844 渡嘉敷　美来 ﾄｶｼｷ ﾐｸ 沖縄市 0:33:23598 31361 砂辺　このみ ｽﾅﾍﾞ ｺﾉﾐ うるま市 0:33:24599 31318 宮城　里奈 ﾐﾔｷﾞ ﾘﾅ うるま市 0:33:24600 31790 新里　和枝 ｼﾝｻﾞﾄ ｶｽﾞｴ うるま市 0:33:24601 30345 ﾌﾞﾗｳﾝ ｵﾘﾋﾞｱ純 ﾌﾞﾗｳﾝ ｵﾘﾋﾞｱｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:33:28602 32578 又吉　明日香 ﾏﾀﾖｼ ｱｽｶ うるま市 0:33:29603 32580 又吉　紋央 ﾏﾀﾖｼ ｱｵｲ うるま市 0:33:29604 31857 保田　留美子 ﾔｽﾀﾞ ﾙﾐｺ うるま市 0:33:31605 31353 平良　妃稀里 ﾀｲﾗ ﾋﾏﾘ うるま市 0:33:31606 31931 長浜　和美 ﾅｶﾞﾊﾏ ｶｽﾞﾐ うるま市 0:33:31607 31932 山城　長枝 ﾔﾏｼﾛ ｵｻｴ うるま市 0:33:32608 31335 石嶺　美由紀 ｲｼﾐﾈ ﾐﾕｷ うるま市 0:33:32609 31006 岸本　彩那 ｷｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 沖縄市 0:33:32610 31344 狩俣　ひとみ ｶﾘﾏﾀ ﾋﾄﾐ 沖縄市 0:33:32611 31250 長濱　虹花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾆｲﾅ うるま市 0:33:35612 31674 長田　麻里 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾘ 沖縄市 0:33:37613 33362 田場　千晴 ﾀﾊﾞ ﾁﾊﾙ うるま市 0:33:38614 31742 松尾　茜 ﾏﾂｵ ｱｶﾈ 宜野湾市 0:33:38615 31433 前田　咲来 ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 沖縄市 0:33:41616 33247 與座　智子 ﾖｻﾞ ﾄﾓｺ 沖縄市 0:33:41617 32650 宮良　楓 ﾐﾔﾗ ｶｴﾃﾞ 沖縄市 0:33:41618 30966 屋宜　さと子 ﾔｷﾞ ｻﾄｺ うるま市 0:33:42619 31802 仲田　汐陽 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾋ 沖縄市 0:33:43620 31647 砂川　文江 ｽﾅｶﾞﾜ ﾌﾐｴ 宜野湾市 0:33:44



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7621 30951 黒島　心美 ｸﾛｼﾏ ｺｺﾐ 本部町 0:33:44622 31733 伊保　柊花 ｲﾎ ｼｭｳｶ うるま市 0:33:44623 31604 赤平　暖和 ｱｶﾋﾗ ﾊﾙﾅ うるま市 0:33:45624 32499 嘉陽　未來 ｶﾖｳ ﾐｷ うるま市 0:33:47625 32498 石原　紗衣 ｲｼﾊﾗ ｻｴ うるま市 0:33:47626 33101 眞喜志　千尋 ﾏｷｼ ﾁﾋﾛ 沖縄市 0:33:48627 31734 伊保　香織 ｲﾎ ｶｵﾘ うるま市 0:33:48628 32152 宜保　亜月 ｷﾞﾎﾞ ｱﾂﾞｷ 読谷村 0:33:50629 31671 比嘉　美幸 ﾋｶﾞ ﾐﾕｷ うるま市 0:33:50630 33393 知名　恵 ﾁﾅ ﾒｸﾞﾐ 読谷村 0:33:50631 32170 ﾊｳｸ ﾍｲﾘｰ 美亜 ﾊｳｸ ﾍｲﾘｰﾐｱ うるま市 0:33:50632 32397 田中　愛姫 ﾀﾅｶ ﾏｷ うるま市 0:33:50633 31082 久場　奏 ｸﾊﾞ ｶﾅﾘ 沖縄市 0:33:51634 30720 玉城　野乃花 ﾀﾏｼﾛ ﾉﾉｶ うるま市 0:33:52635 30638 佐々木　聖音 ｻｻｷ ｾﾉﾝ 沖縄市 0:33:52636 31147 具志　梨乃愛 ｸﾞｼ ﾘﾉｱ うるま市 0:33:53637 30891 勝連　成子 ｶﾂﾚﾝ ﾅﾘｺ うるま市 0:33:53638 31670 諸見里　紅葉 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｸﾚﾊ 沖縄市 0:33:54639 32236 山内　みなみ ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅﾐ うるま市 0:33:56640 32239 長堂　菜咲 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾅｻｷ 宜野湾市 0:33:56641 32463 土屋　由香利 ﾂﾁﾔ ﾕｶﾘ うるま市 0:33:57642 30409 伊藤　志歩 ｲﾄｳ ｼﾎ うるま市 0:33:57643 32786 神山　心陽 ｶﾐﾔﾏ ｺﾊﾙ 沖縄市 0:34:00644 31633 長堂　さやか ﾅｶﾞﾄｳ ｻﾔｶ 北谷町 0:34:00645 31860 大城　優子 ｵｵｼﾛ ﾕｳｺ うるま市 0:34:02646 31630 仲村　樹里 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘ うるま市 0:34:04647 31097 又吉　咲希 ﾏﾀﾖｼ ｻｷ 沖縄市 0:34:04648 31092 田場　由希子 ﾀﾊﾞ ﾕｷｺ うるま市 0:34:05649 33279 平良　あゆみ ﾀｲﾗ ｱﾕﾐ うるま市 0:34:05650 30926 島袋　凛音 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｵﾝ 北中城村 0:34:10651 31428 上間　未来 ｳｴﾏ ﾐｸ 北中城村 0:34:10652 31665 石川　愛美 ｲｼｶﾜ ｱｲﾐ うるま市 0:34:12653 31107 金城　絹代 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾇﾖ 浦添市 0:34:12654 31613 Lamis D Samantha Lamis D Samantha 外国人 0:34:13655 31464 津堅　萬知子 ﾂｹﾝ ﾏﾁｺ うるま市 0:34:15656 30842 高江　初美 ﾀｶｴ ﾊﾂﾐ うるま市 0:34:15657 31491 伊禮　ひとみ ｲﾚｲ ﾋﾄﾐ うるま市 0:34:18658 31362 照屋　悦子 ﾃﾙﾔ ｴﾂｺ うるま市 0:34:18659 32622 山内　柚和 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾜ 沖縄市 0:34:19660 32984 秋岡　恵利 ｱｷｵｶ ｴﾘ 沖縄市 0:34:20661 31119 渡久地　絵里 ﾄｸﾞﾁ ｴﾘ 浦添市 0:34:21662 31772 大見謝　那奈 ｵｵﾐｼﾞｬ ﾅﾅ うるま市 0:34:21663 31771 大見謝　いつみ ｵｵﾐｼﾞｬ ｲﾂﾐ うるま市 0:34:23664 32529 新垣　星麗奈 ｼﾝｶﾞｷ ｾﾚﾅ うるま市 0:34:26665 31799 當銘　良美 ﾄｳﾒ ﾖｼﾐ うるま市 0:34:27666 33100 瑞慶覧　伍夏 ｽﾞｹﾗﾝ ｲﾂｶ うるま市 0:34:29667 31994 野國　由希子 ﾉｸﾞﾆ ﾕｷｺ 沖縄市 0:34:29668 31918 新垣　瑠梛 ｼﾝｶﾞｷ ﾙﾅ うるま市 0:34:32669 31919 新垣　楼沙 ｼﾝｶﾞｷ ﾛｳｻ うるま市 0:34:32670 30798 瑞慶山　加野 ｽﾞｹﾔﾏ ｶﾉ 与那原町 0:34:34671 30910 安富祖　好真智 ｱﾌｿ ｺﾏﾁ 金武町 0:34:34672 31595 玉城　昌子 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳｺ 糸満市 0:34:36673 32540 大城　百美 ｵｵｼﾛ ﾕﾐ うるま市 0:34:36674 31872 島袋　幸子 ｼﾏﾌﾞｸ ｻﾁｺ うるま市 0:34:36675 31021 生越　文子 ｷｺﾞｼ ｱﾔｺ 沖縄市 0:34:37676 31576 大城　涼子 ｵｵｼﾛ ﾘｮｳｺ うるま市 0:34:37677 32748 城間　愛花理 ｼﾛﾏ ｱｶﾘ うるま市 0:34:39678 32849 佐久田　莉央 ｻｸﾀﾞ ﾘｵ うるま市 0:34:41679 32721 城間　理絵 ｼﾛﾏ ﾘｴ うるま市 0:34:41680 31596 安富祖　千秋 ｱﾌｿ ﾁｱｷ 那覇市 0:34:41681 31572 仲村　心優 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 沖縄市 0:34:42682 32299 外間　優子 ﾎｶﾏ ﾕｳｺ 宜野湾市 0:34:43



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7683 31040 萩原　美 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁｭﾗ うるま市 0:34:46684 31193 幸地　里菜 ｺｳﾁ ﾘﾅ 嘉手納町 0:34:50685 33379 伊波　柚希 ｲﾊ ﾕｽﾞｷ 沖縄市 0:34:50686 31061 島袋　麻由美 ｼﾏﾌﾞｸ ﾏﾕﾐ うるま市 0:34:50687 32670 島袋　紗羽 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾜ 沖縄市 0:34:52688 30893 桃原　恵美子 ﾄｳﾊﾞﾙ ｴﾐｺ 中城村 0:34:53689 31461 仲原　由紀子 ﾅｶﾊﾗ ﾕｷｺ 那覇市 0:34:54690 31531 城間　絵梨香 ｼﾛﾏ ｴﾘｶ うるま市 0:34:55691 31103 津波古　昭子 ﾂﾊｺ ｱｷｺ 読谷村 0:34:55692 31429 屋良　直美 ﾔﾗ ﾅｵﾐ うるま市 0:34:55693 31172 高江洲　怜奈 ﾀｶｴｽ ﾚｲﾅ うるま市 0:34:56694 31173 德田　絢愛里 ﾄｸﾀﾞ ｱﾒﾘ うるま市 0:34:56695 30694 久留島　小雪 ｸﾙｼﾏ ｺﾕｷ うるま市 0:34:56696 30692 久高　琉奈 ｸﾀﾞｶ ﾙﾅ うるま市 0:34:57697 31437 德田　寿枝 ﾄｸﾀﾞ ﾄｼｴ うるま市 0:34:57698 31377 安木　心南 ﾔｽｷ ｺｺﾅ 金武町 0:35:00699 32781 山田　芽亜理 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｱﾘ 西原町 0:35:03700 31456 山城　心愛 ﾔﾏｼﾛ ｺｺｱ うるま市 0:35:03701 31012 渡久川　まりえ ﾄｸｶﾞﾜ ﾏﾘｴ うるま市 0:35:04702 31212 前森　妃奈 ﾏｴﾓﾘ ﾋﾅ うるま市 0:35:05703 31948 宮城　一姫 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ 沖縄市 0:35:05704 32053 渡邊　奈美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ うるま市 0:35:06705 31722 山内　香乃 ﾔﾏｳﾁ ｶﾉ うるま市 0:35:06706 32176 古堅　愛奈 ﾌﾙｹﾞﾝ ｱｲﾅ 恩納村 0:35:06707 30846 砂川　瑛蓮 ｽﾅｶﾞﾜ ｴﾚﾝ うるま市 0:35:06708 31502 宮里　尚子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｮｳｺ 宜野湾市 0:35:07709 30675 中根　月 ﾅｶﾈ ﾂｷ 沖縄市 0:35:09710 31477 德山　智子 ﾄｸﾔﾏ ｻﾄｺ うるま市 0:35:10711 30555 奥間　彩花 ｵｸﾏ ｱﾔｶ うるま市 0:35:11712 31411 冨名腰　香織 ﾌﾅｺｼ ｶｵﾘ うるま市 0:35:12713 30673 中根　更紗 ﾅｶﾈ ｻﾗｻ 沖縄市 0:35:12714 31887 桑江　尚子 ｸﾜｴ ﾅｵｺ うるま市 0:35:12715 30616 高良　典子 ﾀｶﾗ ﾉﾘｺ 那覇市 0:35:14716 32263 屋比久　孝子 ﾔﾋﾞｸ ﾀｶｺ 南城市 0:35:14717 31990 當眞　結愛 ﾄｳﾏ ﾕﾒ うるま市 0:35:16718 31045 新浜　亜海瑠 ｼﾝﾊﾏ ｱﾐﾙ 読谷村 0:35:17719 31989 當眞　真希子 ﾄｳﾏ ﾏｷｺ うるま市 0:35:17720 31822 伊藤　由希 ｲﾄｳ ﾕｷ うるま市 0:35:17721 30875 大城　海琴 ｵｵｼﾛ ﾐｺﾄ 豊見城市 0:35:17722 31754 長嶺　智美 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾄﾓﾐ うるま市 0:35:17723 31547 大城　海月姫 ｵｵｼﾛ ﾐﾂｷ 沖縄市 0:35:20724 31406 比嘉　嬉乃 ﾋｶﾞ ﾋﾅﾘ うるま市 0:35:20725 32617 ｸﾗｲﾝﾌｪﾙﾄﾞ 綸沙 ｸﾗｲﾝﾌｪﾙﾄﾞ ﾘﾝｻ うるま市 0:35:20726 32682 大城　サワ子 ｵｵｼﾛ ｻﾜｺ 沖縄市 0:35:21727 31355 幸喜　静香 ｺｳｷ ｼｽﾞｶ 沖縄市 0:35:23728 31187 山田　さやか ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ うるま市 0:35:24729 31221 比嘉　愛瑠 ﾋｶﾞ ｱｲﾙ うるま市 0:35:25730 32010 比嘉　鞠 ﾋｶﾞ ﾏﾘ 中城村 0:35:26731 32881 澤岻　美和 ﾀｸｼ ﾐﾜ 浦添市 0:35:26732 33112 徳森　美咲希 ﾄｸﾓﾘ ﾐｻｷ うるま市 0:35:26733 30715 古堅　鈴 ﾌﾙｹﾞﾝ ｽｽﾞ うるま市 0:35:27734 31537 田場　奈津子 ﾀﾊﾞ ﾅﾂｺ うるま市 0:35:27735 31863 伊禮　加奈子 ｲﾚｲ ｶﾅｺ 宜野湾市 0:35:30736 30818 兼城　澪 ｶﾈｼﾛ ﾐｵ うるま市 0:35:32737 31176 前堂　夏茉 ﾏｴﾄﾞｳ ｴﾏ うるま市 0:35:32738 32695 佐次田　稀梨 ｻｼﾀﾞ ｷﾘ 沖縄市 0:35:33739 32742 佐次田　来未 ｻｼﾀﾞ ﾅﾐ 沖縄市 0:35:33740 31066 国吉　民子 ｸﾆﾖｼ ﾀﾐｺ 那覇市 0:35:33741 31462 岸本　トモ子 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓｺ うるま市 0:35:36742 32326 又吉　里香 ﾏﾀﾖｼ ﾘｶ 沖縄市 0:35:37743 33248 與座　優空 ﾖｻﾞ ﾕｳｱ 沖縄市 0:35:37744 30533 外間　野々華 ﾎｶﾏ ﾉﾉﾊ うるま市 0:35:40



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7745 30075 松田　寧々 ﾏﾂﾀﾞ ﾈﾈ 読谷村 0:35:41746 31410 井上　まひろ ｲﾉｳｴ ﾏﾋﾛ うるま市 0:35:43747 33290 幸喜　小枝子 ｺｳｷ ｻｴｺ 読谷村 0:35:43748 31843 渡嘉敷　久美子 ﾄｶｼｷ ｸﾐｺ 沖縄市 0:35:43749 31571 池田　莉亜 ｲｹﾀﾞ ﾘｱ 沖縄市 0:35:44750 31597 島袋　里美 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄﾐ 那覇市 0:35:44751 30300 首里　貴代 ｼｭﾘ ﾀｶﾖ 沖縄市 0:35:44752 33211 宮平　優姫 ﾐﾔﾋﾗ ﾕｷ 沖縄市 0:35:44753 31409 井上　雅実 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ うるま市 0:35:45754 31372 島袋　亜理 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾘ 北中城村 0:35:46755 31436 津波古　結愛 ﾂﾊｺ ﾕｳｱ 読谷村 0:35:46756 31232 兼本　海空 ｶﾈﾓﾄ ﾐｸ うるま市 0:35:48757 31545 太田　梨胡 ｵｵﾀ ﾘｺ うるま市 0:35:49758 31996 森山　ちとせ ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾄｾ 沖縄市 0:35:50759 31650 砂川　真穂 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏﾎ 宜野湾市 0:35:50760 31649 砂川　夏帆 ｽﾅｶﾞﾜ ｶﾎ 宜野湾市 0:35:52761 32442 山城　茉奈 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾅ 沖縄市 0:35:52762 32040 上江洲　佳野 ｳｴｽﾞ ﾖｼﾉ うるま市 0:35:53763 32345 伊禮　綾子 ｲﾚｲ ｱﾔｺ うるま市 0:35:55764 31029 前里　果林 ﾏｴｻﾞﾄ ｶﾘﾝ 那覇市 0:35:57765 30704 吉田　くれあ ﾖｼﾀﾞ ｸﾚｱ 沖縄市 0:35:57766 32664 比嘉　真理 ﾋｶﾞ ﾏﾘ 北中城村 0:35:58767 32209 渡久地　生咲 ﾄｸﾞﾁ ｷｻｷ 南風原町 0:35:58768 31619 粟国　洸乃 ｱｸﾞﾆ ﾋﾛﾉ 那覇市 0:35:59769 31569 あげな　けいこ ｱｹﾞﾅ ｹｲｺ うるま市 0:36:00770 32432 ﾊｰﾃﾞｨｰ 愛梨 ﾊｰﾃﾞｨｰ ｱｲﾘ 沖縄市 0:36:00771 31078 國場　琴葉 ｺｸﾊﾞ ｺﾄﾊ うるま市 0:36:02772 30057 松田　正江 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｴ 読谷村 0:36:02773 31393 稲嶺　鈴夏 ｲﾅﾐﾈ ﾘﾝｶ 北谷町 0:36:02774 33129 松本　美来 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｭｳﾗ 那覇市 0:36:04775 32854 伊波　穂乃加 ｲﾊ ﾎﾉｶ 沖縄市 0:36:05776 30352 奥間　凜香 ｵｸﾏ ﾘﾝｶ 宜野湾市 0:36:08777 31980 山内　美怜 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾚｲ うるま市 0:36:09778 32490 稲福　七海 ｲﾅﾌｸ ﾅﾅﾐ うるま市 0:36:10779 31987 喜屋武　姫香 ｷｬﾝ ﾋﾒｶ うるま市 0:36:10780 33127 平良　まどか ﾀｲﾗ ﾏﾄﾞｶ 浦添市 0:36:12781 32524 益田　彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ うるま市 0:36:12782 31264 奥間　佑美 ｵｸﾏ ﾕﾐ 宜野湾市 0:36:14783 32694 佐次田　ひより ｻｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ 沖縄市 0:36:14784 33289 末吉　ひかる ｽｴﾖｼ ﾋｶﾙ 宜野湾市 0:36:15785 31641 田原　真優 ﾀﾊﾗ ﾏﾋﾛ 宜野座村 0:36:15786 31443 比嘉　友璃奈 ﾋｶﾞ ﾕﾘﾅ 宜野座村 0:36:15787 32735 玉城　彩結 ﾀﾏｷ ｻﾕ 八重瀬町 0:36:15788 31741 宮城　若葉 ﾐﾔｷﾞ ﾜｶﾊﾞ うるま市 0:36:16789 32093 伊敷　喜代子 ｲｼｷ ｷﾖｺ 糸満市 0:36:19790 31460 津波古　愛海 ﾂﾊｺ ｱﾐ 読谷村 0:36:19791 31316 津波古　ちえみ ﾂﾊｺ ﾁｴﾐ 読谷村 0:36:19792 32530 新垣　ライカ ｼﾝｶﾞｷ ﾗｲｶ うるま市 0:36:21793 31206 玉川　妃乃 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾒﾉ うるま市 0:36:23794 31524 伊禮　美奈子 ｲﾚｲ ﾐﾅｺ うるま市 0:36:24795 32235 富里　春香 ﾄﾐｻﾄ ﾊﾙｶ うるま市 0:36:25796 32238 草野　梨都 ｸｻﾉ ﾘﾄ うるま市 0:36:25797 32234 上門　梨緒 ｳｴｼﾞｮｳ ﾘｵ うるま市 0:36:25798 32868 川端　采和 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾄﾜ 沖縄市 0:36:26799 32900 島袋　ひとみ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾄﾐ うるま市 0:36:27800 32045 山内　あやの ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾉ うるま市 0:36:31801 30972 呉屋　七星 ｺﾞﾔ ﾅﾅｾ うるま市 0:36:32802 32534 比嘉　愛衣菜 ﾋｶﾞ ｱｲﾅ 北谷町 0:36:33803 32866 川端　奈季 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｷ 沖縄市 0:36:34804 33054 福原　早妙 ﾌｸﾊﾗ ｻﾅｴ うるま市 0:36:34805 32102 末吉　南詩 ｽｴﾖｼ ﾅﾝｼ 北谷町 0:36:35806 31765 大城　由美子 ｵｵｼﾛ ﾕﾐｺ 沖縄市 0:36:37



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7807 32046 浅原　梢 ｱｻﾊﾗ ｺｽﾞｴ うるま市 0:36:37808 31889 上間　一十三 ｳｴﾏ ﾋﾄﾐ うるま市 0:36:39809 30633 仲間　菜那 ﾅｶﾏ ﾅﾅ 沖縄市 0:36:40810 32426 兼城　弥誉衣 ｶﾈｼﾛ ﾔﾖｲ うるま市 0:36:40811 31861 比嘉　春美 ﾋｶﾞ ﾊﾙﾐ うるま市 0:36:42812 31079 金城　羅夢 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾗﾑ うるま市 0:36:43813 31248 長濱　優子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｺ うるま市 0:36:43814 31415 仲間　やよい ﾅｶﾏ ﾔﾖｲ 金武町 0:36:44815 31067 平良　律子 ﾀｲﾗ ﾘﾂｺ うるま市 0:36:44816 32065 嘉手苅　真由美 ｶﾃﾞｶﾙ ﾏﾕﾐ 南風原町 0:36:44817 32135 上原　愛香 ｳｴﾊﾗ ｱｲｶ 浦添市 0:36:45818 32136 上原　愛那 ｳｴﾊﾗ ｱｲﾅ 浦添市 0:36:45819 32134 池原　柚祐 ｲｹﾊﾗ ﾕｳﾕ 浦添市 0:36:45820 32128 呉屋　ゆかり ｺﾞﾔ ﾕｶﾘ 浦添市 0:36:45821 32531 榮門　智恵 ｴｲﾓﾝ ﾄﾓｴ うるま市 0:36:46822 31757 大川　恵 ｵｵｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 0:36:47823 31089 山口　里子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ うるま市 0:36:47824 31421 岸本　琉愛 ｷｼﾓﾄ ﾙﾅ 沖縄市 0:36:47825 31916 島袋　冷子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾚｲｺ うるま市 0:36:48826 31856 比嘉　優月 ﾋｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 宜野湾市 0:36:50827 32162 瑞慶覧　佐恵子 ｽﾞｹﾗﾝ ｻｴｺ 南風原町 0:36:50828 32411 大濱　心枝 ｵｵﾊﾏ ｷﾖｴ 北中城村 0:36:51829 32412 大濱　心椛 ｵｵﾊﾏ ｷﾉｶ 北中城村 0:36:51830 31874 島袋　蓮 ｼﾏﾌﾞｸ ﾊｽｶ うるま市 0:36:52831 31381 前田　美璃 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾘ 沖縄市 0:36:52832 30947 陳　愛玉 ﾁﾝ ｱｲｷﾞｮｸ 沖縄市 0:36:52833 31738 大庭　愛美 ｵｵﾊﾞ ﾏﾅﾐ うるま市 0:36:53834 32229 與那覇　杏里 ﾖﾅﾊ ｱﾝﾘ 沖縄市 0:36:54835 32099 大岡　敬子 ｵｵｵｶ ｹｲｺ うるま市 0:36:58836 31210 仲宗根　蘭乃 ﾅｶｿﾈ ﾗﾝﾉ 沖縄市 0:36:59837 32149 比嘉　そよ香 ﾋｶﾞ ｿﾖｶ 読谷村 0:37:01838 31973 池原　瑚 ｲｹﾊﾗ ｻﾝｺﾞ 嘉手納町 0:37:01839 30552 仲里　千彩乃 ﾅｶｻﾞﾄ ﾁｻﾉ うるま市 0:37:01840 31974 池原　碧音 ｲｹﾊﾗ ｱｵﾈ 嘉手納町 0:37:02841 31972 池原　敦子 ｲｹﾊﾗ ｱﾂｺ 嘉手納町 0:37:03842 33038 小橋川　咲彩 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｻｱﾔ うるま市 0:37:04843 33075 小橋川　沙織 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｻｵﾘ うるま市 0:37:04844 33166 榮門　秀香 ｴｲﾓﾝ ｼｭｳｶ うるま市 0:37:04845 33167 榮門　未莉 ｴｲﾓﾝ ﾐﾚｲ うるま市 0:37:05846 32633 與古田　結衣 ﾖｺﾀﾞ ﾕｲ うるま市 0:37:05847 33008 森根　麻美 ﾓﾘﾈ ｱｻﾐ うるま市 0:37:07848 33107 田場　心絆 ﾀﾊﾞ ｺｺﾅ うるま市 0:37:07849 31579 中山　悦子 ﾅｶﾔﾏ ｴﾂｺ うるま市 0:37:08850 30932 宮城　明香莉 ﾐﾔｷﾞ ｱｶﾘ 宜野湾市 0:37:08851 30931 宮城　香織 ﾐﾔｷﾞ ｶｵﾘ 宜野湾市 0:37:08852 32251 知念　夏奈子 ﾁﾈﾝ ｶﾅｺ 南城市 0:37:09853 32208 知念　杏珠 ﾁﾈﾝ ｱﾝｼﾞｭ 南城市 0:37:09854 31925 楚南　真希 ｿﾅﾝ ﾏｷ うるま市 0:37:10855 31476 加藤　千聖 ｶﾄｳ ﾁｻﾄ 那覇市 0:37:10856 31474 加藤　朋美 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 那覇市 0:37:10857 33425 平田　あけみ ﾋﾗﾀ ｱｹﾐ 北中城村 0:37:10858 32662 天久　希来莉 ｱﾒｸ ｷﾗﾘ 沖縄市 0:37:10859 31617 島袋　にこ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾆｺ 読谷村 0:37:11860 31893 清水　美代子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｺ 愛知県 0:37:15861 32158 平良　光子 ﾀｲﾗ ﾐﾂｺ 那覇市 0:37:17862 30937 上間　利香 ｳｴﾏ ﾘｶ うるま市 0:37:18863 30824 上間　千帆里 ｳｴﾏ ﾁﾎﾘ うるま市 0:37:18864 31748 田場　日千佳 ﾀﾊﾞ ﾆﾁｶ うるま市 0:37:20865 31749 田場　藍 ﾀﾊﾞ ｱｲ うるま市 0:37:20866 33264 池原　心奈 ｲｹﾊﾗ ｺｺﾅ うるま市 0:37:21867 31796 與那覇　真奈美 ﾖﾅﾊ ﾏﾅﾐ 沖縄市 0:37:22868 32296 島袋　聡子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｺ 沖縄市 0:37:23



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7869 33133 平塚　小春 ﾋﾗﾂｶ ｺﾊﾙ うるま市 0:37:25870 32282 比嘉　杏樹 ﾋｶﾞ ｱｽﾞｷ 豊見城市 0:37:25871 30621 與儀　琉月 ﾖｷﾞ ﾙｳﾅ うるま市 0:37:26872 30604 横山　英未 ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ うるま市 0:37:26873 30603 長堂　未夢 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾐﾕ うるま市 0:37:26874 33281 平良　姫愛莉 ﾀｲﾗ ｷﾗﾘ うるま市 0:37:26875 33282 平良　陽愛莉 ﾀｲﾗ ﾋﾗﾘ うるま市 0:37:27876 31781 津嘉山　早桜 ﾂｶﾔﾏ ｻｸﾗ うるま市 0:37:29877 31782 津嘉山　桃乃 ﾂｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ 名護市 0:37:30878 30529 新垣　有沙 ｼﾝｶﾞｷ ｱﾘｻ うるま市 0:37:30879 31463 比嘉　賀代子 ﾋｶﾞ ｶﾖｺ 沖縄市 0:37:33880 33426 平田　心愛 ﾋﾗﾀ ｺｺｱ 北中城村 0:37:35881 31541 謝名　恵利菜 ｼﾞｬﾅ ｴﾘﾅ うるま市 0:37:35882 33363 眞榮平　綾音 ﾏｴﾋﾗ ｱﾔﾈ うるま市 0:37:36883 32189 松田　夏子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｺ 沖縄市 0:37:36884 32467 那覇　ちえみ ﾅﾊ ﾁｴﾐ うるま市 0:37:38885 31094 上間　由希乃 ｳｴﾏ ﾕｷﾉ 沖縄市 0:37:39886 31087 山口　みか ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｶ うるま市 0:37:39887 31631 仲村　琉奈 ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ うるま市 0:37:39888 31510 石川　夕結 ｲｼｶﾜ ﾕｲ うるま市 0:37:41889 31013 石川　奈津樹 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｷ うるま市 0:37:41890 31106 前川　華乃音 ﾏｴｶﾜ ｶﾉﾝ 沖縄市 0:37:42891 31189 仲間　杏奈 ﾅｶﾏ ｱﾝﾅ 沖縄市 0:37:42892 33110 田原　千愛 ﾀﾊﾗ ｾﾅ 沖縄市 0:37:42893 31999 上藏　ケイ子 ｳｴｸﾗ ｹｲｺ うるま市 0:37:42894 33406 富本　由貴子 ﾄﾐﾓﾄ ﾕｷｺ 浦添市 0:37:43895 33427 久保田　まどか ｸﾎﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 那覇市 0:37:43896 32604 宮城　美和子 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾜｺ うるま市 0:37:46897 32334 砂川　貴子 ｽﾅｶﾞﾜ ﾀｶｺ 沖縄市 0:37:48898 31823 国場　雅代 ｺｸﾊﾞ ﾏｻﾖ うるま市 0:37:49899 31175 前堂　奈津子 ﾏｴﾄﾞｳ ﾅﾂｺ うるま市 0:37:51900 31552 比嘉　紅 ﾋｶﾞ ｺｳ 南城市 0:37:51901 31699 安次富　こずえ ｱｼﾄﾐ ｺｽﾞｴ 沖縄市 0:37:52902 32778 砂辺　エミリ ｽﾅﾍﾞ ｴﾐﾘ 北谷町 0:37:52903 32777 長濱　優子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｺ うるま市 0:37:52904 32586 金城　千夏 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁﾅﾂ うるま市 0:37:53905 31958 ライマー　清蘭 ﾗｲﾏｰ ｾｲﾗ うるま市 0:37:53906 31655 兼次　凛音 ｶﾈｼ ﾘｵﾝ 金武町 0:37:53907 32790 照屋　萌華 ﾃﾙﾔ ﾓｴｶ うるま市 0:37:54908 31259 砂川　しのぶ ｽﾅｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 浦添市 0:37:54909 32127 砂川　琴音 ｽﾅｶﾞﾜ ｺﾄﾈ 浦添市 0:37:54910 31831 名城　葉月 ﾅｼﾛ ﾊﾂﾞｷ うるま市 0:37:54911 31830 名城　留美子 ﾅｼﾛ ﾙﾐｺ うるま市 0:37:54912 31310 富田　凜々華 ﾄﾐﾀ ﾘﾘｶ うるま市 0:37:54913 31297 富田　あゆみ ﾄﾐﾀ ｱﾕﾐ うるま市 0:37:54914 30714 古堅　日菜乃 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾋﾅﾉ うるま市 0:37:55915 32574 小橋川　優帆 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾕｳﾎ 沖縄市 0:37:55916 32755 喜屋武　詩織 ｷｬﾝ ｼｵﾘ 北中城村 0:37:56917 31756 島袋　ケイ子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲｺ 沖縄市 0:37:56918 32756 喜屋武　千聖 ｷｬﾝ ﾁｻﾄ 北中城村 0:37:56919 31639 門口　愛歩 ﾓﾝｸﾞﾁ ﾏﾎ 沖縄市 0:37:57920 30250 與那下　梨華 ﾖﾅｼﾀ ﾘﾝｶ うるま市 0:37:57921 31332 新屋　ここの ｼﾝﾔ ｺｺﾉ うるま市 0:37:57922 31638 門口　美穂 ﾓﾝｸﾞﾁ ﾐﾎ 沖縄市 0:37:58923 31533 野原　くるみ ﾉﾊﾗ ｸﾙﾐ うるま市 0:37:59924 31245 中曽根　有香 ﾅｶｿﾈ ﾕｶﾘ うるま市 0:38:04925 31792 仲里　あゆみ ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾕﾐ うるま市 0:38:10926 31905 知念　貴子 ﾁﾈﾝ ﾀｶｺ 沖縄市 0:38:12927 33095 名嘉真　ゆかり ﾅｶﾏ ﾕｶﾘ うるま市 0:38:13928 31453 金城　幸 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾕｷ うるま市 0:38:17929 30725 沼　紗恵子 ﾇﾏ ｻｴｺ 浦添市 0:38:18930 32084 新垣　こず江 ｱﾗｶｷ ｺｽﾞｴ 浦添市 0:38:18



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7931 33291 儀間　貴子 ｷﾞﾏ ﾀｶｺ 読谷村 0:38:18932 32789 照屋　未季 ﾃﾙﾔ ﾐｷ うるま市 0:38:18933 32620 金城　ちゆり ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁﾕﾘ 沖縄市 0:38:19934 32619 金城　尚子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 沖縄市 0:38:19935 31787 上蔵　敏子 ｳｴｸﾗ ﾄｼｺ うるま市 0:38:20936 32644 池根　花采 ｲｹﾈ ｲﾛﾊ うるま市 0:38:20937 32643 池根　瑞穂 ｲｹﾈ ﾐｽﾞｴ うるま市 0:38:21938 30999 瑞慶山　りあ ｽﾞｹﾔﾏ ﾘｱ 金武町 0:38:21939 30998 瑞慶山　藤野 ｽﾞｹﾔﾏ ﾌｼﾞﾉ 金武町 0:38:22940 33267 新屋敷　朱美 ｼﾝﾔｼｷ ｼﾞｭﾐ うるま市 0:38:29941 31800 竹島　恵美子 ﾀｹｼﾏ ｴﾐｺ 沖縄市 0:38:30942 32995 永山　敦子 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｺ 与那原町 0:38:31943 32902 與那嶺　久美子 ﾖﾅﾐﾈ ｸﾐｺ うるま市 0:38:33944 32862 田場　リル子 ﾀﾊﾞ ﾘﾙｺ うるま市 0:38:33945 32590 西銘　涼乃 ﾆｼﾒ ｷﾖﾉ 浦添市 0:38:34946 30995 安富祖　かの子 ｱﾌｿ ｶﾉｺ 金武町 0:38:35947 31404 小沼　優子 ｵﾇﾏ ﾕｳｺ うるま市 0:38:36948 32509 伊計　美佑 ｲｹｲ ﾐﾕ うるま市 0:38:36949 32508 伊計　光野 ｲｹｲ ﾐﾂﾉ うるま市 0:38:36950 31965 知花　亜美 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾋﾞ 沖縄市 0:38:36951 31848 新垣　望叶 ｱﾗｶｷ ﾓｶ うるま市 0:38:37952 31587 赤嶺　紫乃 ｱｶﾐﾈ ｼﾉ 宜野座村 0:38:39953 31589 山里　江理子 ﾔﾏｻﾞﾄ ｴﾘｺ 金武町 0:38:39954 31282 伊計　智代 ｲｹｲ ﾄﾓﾖ うるま市 0:38:39955 33266 石原　麻衣 ｲｼﾊﾗ ﾏｲ うるま市 0:38:39956 31875 島袋　李 ｼﾏﾌﾞｸ ﾘﾘｶ うるま市 0:38:39957 31873 島袋　杏 ｼﾏﾌﾞｸ ｱﾝｽﾞ うるま市 0:38:39958 33271 真栄田　愛美 ﾏｴﾀﾞ ｱﾐ うるま市 0:38:40959 31688 池間　美桜 ｲｹﾏ ﾐｵ うるま市 0:38:40960 32066 平野　春菜 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾅ うるま市 0:38:40961 32843 志良堂　麻美 ｼﾗﾄﾞｳ ｱｻﾐ 豊見城市 0:38:41962 31581 宮城　愛美 ﾐﾔｷﾞ ﾏﾅﾐ うるま市 0:38:43963 32228 八巻　あゆみ ﾔﾏｷ ｱﾕﾐ うるま市 0:38:44964 32560 市川　希望 ｲﾁｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 浦添市 0:38:45965 32070 松尾　美香 ﾏﾂｵ ﾐｶ 愛知県 0:38:45966 32615 徳田　久美 ﾄｸﾀﾞ ﾋｻﾐ うるま市 0:38:46967 32623 山内　美宙 ﾔﾏｳﾁ ﾐｿﾗ 沖縄市 0:38:46968 31337 國吉　寛子 ｸﾆﾖｼ ﾋﾛｺ 中城村 0:38:47969 31812 兼城　麗美 ｶﾈｼﾛ ﾚｲﾐ うるま市 0:38:51970 32259 又吉　由加梨 ﾏﾀﾖｼ ﾕｶﾘ 沖縄市 0:38:51971 31200 田中　心優 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 糸満市 0:38:52972 33188 田場　心那 ﾀﾊﾞ ｺﾊﾅ うるま市 0:38:52973 33229 高屋　直美 ﾀｶﾔ ﾅｵﾐ うるま市 0:38:55974 32708 浦崎　桜 ｳﾗｻｷ ｻｸﾗ うるま市 0:38:57975 31382 山城　由美江 ﾔﾏｼﾛ ﾕﾐｴ うるま市 0:39:02976 32601 徳村　亜美 ﾄｸﾑﾗ ｱﾐ うるま市 0:39:03977 32126 具志頭　孝子 ｸﾞｼｶﾐ ﾀｶｺ 浦添市 0:39:04978 32934 宮里　夢奈 ﾐﾔｻﾄ ﾕﾒﾅ 名護市 0:39:05979 30278 當山　みどり ﾄｳﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ うるま市 0:39:05980 30934 松本　恵利 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ 沖縄市 0:39:06981 31725 伊禮　久江 ｲﾚｲ ﾋｻｴ うるま市 0:39:06982 31262 神谷　勝美 ｶﾐﾔ ｶﾂﾐ 宜野湾市 0:39:08983 32856 仲里　みさき ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｻｷ うるま市 0:39:09984 31786 石川　保子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ うるま市 0:39:09985 33397 新垣　貴乃美 ｼﾝｶﾞｷ ｷﾉﾐ うるま市 0:39:09986 33415 友寄　さつき ﾄﾓﾖｾ ｻﾂｷ 沖縄市 0:39:10987 32733 平良　麻寿美 ﾀｲﾗ ﾏｽﾐ 沖縄市 0:39:10988 32320 佐藤　理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ 沖縄市 0:39:10989 30958 平良　知江美 ﾀｲﾗ ﾁｴﾐ うるま市 0:39:15990 33314 天願　愛香 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾏﾅｶ 沖縄市 0:39:15991 30127 上間　多恵 ｳｴﾏ ﾀｴ 沖縄市 0:39:15992 32188 島袋　美乃 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼﾉ うるま市 0:39:17



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/7993 31747 島袋　ここ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｺ 読谷村 0:39:18994 32079 島袋　さなえ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾅｴ 読谷村 0:39:19995 31516 祖堅　律子 ｿｹﾝ ﾘﾂｺ うるま市 0:39:21996 31269 金城　唯夏 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｲｶ 南城市 0:39:21997 31700 栄門　和音 ｴｲﾓﾝ ﾅｺﾞﾐ うるま市 0:39:22998 33172 田原　光子 ﾀﾊﾗ ﾐﾂｺ うるま市 0:39:22999 32185 山根　小明 ﾔﾏﾈ ｺﾊﾙ うるま市 0:39:221000 31818 伊礼　則子 ｲﾚｲ ﾉﾘｺ うるま市 0:39:221001 32666 安部　絵美 ｱﾍﾞ ｴﾐ 那覇市 0:39:221002 31703 玉那覇　望 ﾀﾏﾅﾊ ﾉｿﾞﾐ うるま市 0:39:221003 32665 宇地原　まりえ ｳﾁﾊﾗ ﾏﾘｴ 那覇市 0:39:231004 32621 兼次　めぐみ ｶﾈｼ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 0:39:231005 30954 比嘉　優心葉 ﾋｶﾞ ﾕｽﾞﾊ うるま市 0:39:241006 33321 高江洲　和花 ﾀｶｴｽ ﾎﾉｶ 宜野湾市 0:39:251007 32060 比嘉　ひとみ ﾋｶﾞ ﾋﾄﾐ うるま市 0:39:251008 31736 安木　仁南 ﾔｽｷ ﾆｲﾅ 金武町 0:39:271009 32157 城間　滝子 ｼﾛﾏ ﾀｷｺ 南風原町 0:39:271010 31691 宇良　恵 ｳﾗ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:39:281011 32504 島袋　愛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｲ 名護市 0:39:291012 32527 屋宜　海琉歩 ﾔｷﾞ ｶﾘﾌﾞ うるま市 0:39:311013 31954 赤嶺　愛來 ｱｶﾐﾈ ｱｲﾗ うるま市 0:39:331014 30989 仲宗根　愛來 ﾅｶｿﾈ ｱｲﾗ うるま市 0:39:341015 32003 泊　涼子 ﾄﾏﾘ ﾘｮｳｺ うるま市 0:39:351016 31432 多和田　妃陽 ﾀﾜﾀ ﾋﾅﾀ 沖縄市 0:39:361017 31217 池間　小百合 ｲｹﾏ ｻﾕﾘ うるま市 0:39:361018 31431 多和田　あさみ ﾀﾜﾀ ｱｻﾐ 沖縄市 0:39:361019 31424 天願　由美子 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾕﾐｺ うるま市 0:39:411020 30800 崎原　美奈子 ｻｷﾊﾗ ﾐﾅｺ 沖縄市 0:39:411021 30801 崎原　優衣子 ｻｷﾊﾗ ﾕｲｺ 沖縄市 0:39:421022 32275 宮城　悦子 ﾐﾔｷﾞ ｴﾂｺ 糸満市 0:39:421023 32146 渡久地　絵美 ﾄﾞｸﾞﾁ ｴﾐ 金武町 0:39:431024 31002 瑞慶山　麻子 ｽﾞｹﾔﾏ ｱｻｺ 那覇市 0:39:431025 32356 屋宜　千春 ﾔｷﾞ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:39:441026 33412 玉宮　未央 ﾀﾏﾐﾔ ﾐｵ 沖縄市 0:39:451027 32526 屋宜　智佳 ﾔｷﾞ ﾄﾓｶ うるま市 0:39:461028 32147 渡久地　笑凪 ﾄﾞｸﾞﾁ ｴﾅ 金武町 0:39:471029 32696 上間　桂子 ｳｴﾏ ｹｲｺ 読谷村 0:39:471030 31080 久場　のりえ ｸﾊﾞ ﾉﾘｴ 沖縄市 0:39:481031 33160 喜屋原　わこ ｷﾔﾊﾗ ﾜｺ うるま市 0:39:531032 32072 田崎　恵理 ﾀｻｷ ｴﾘ 東京都 0:39:531033 31986 喜屋武　美香 ｷｬﾝ ﾐｶ うるま市 0:39:571034 33069 兼久　妃愛 ｶﾈｸ ﾋﾅﾘ うるま市 0:39:591035 33320 高江洲　章子 ﾀｶｴｽ ｼｮｳｺ 宜野湾市 0:40:001036 31144 比嘉　節子 ﾋｶﾞ ｾﾂｺ 北谷町 0:40:011037 32138 與儀　華代子 ﾖｷﾞ ｶﾖｺ 沖縄市 0:40:021038 31566 宮城　さや ﾐﾔｷﾞ ｻﾔ 那覇市 0:40:031039 32112 平　智紗子 ﾀｲﾗ ﾁｻｺ 沖縄市 0:40:051040 31628 玉城　夢芽 ﾀﾏｷ ﾕﾒ うるま市 0:40:061041 31978 崎浜　碧乃 ｻｷﾊﾏ ｱｵﾉ うるま市 0:40:061042 31976 崎浜　美雪 ｻｷﾊﾏ ﾐﾕｷ うるま市 0:40:061043 32195 下里　弘恵 ｼﾓｻﾞﾄ ﾋﾛｴ 沖縄市 0:40:061044 32503 ｹﾞﾊﾞﾗ ﾌｪﾘｼｱ万結 ｹﾞﾊﾞﾗ ﾌｪﾘｼｱﾏﾕ 宜野湾市 0:40:071045 32255 ｹﾞﾊﾞﾗ 万里 ｹﾞﾊﾞﾗ ﾏﾘ 宜野湾市 0:40:071046 30230 仲間　裕美 ﾅｶﾏ ﾋﾛﾐ うるま市 0:40:081047 31805 下地　由美 ｼﾓｼﾞ ﾕﾐ 浦添市 0:40:111048 32600 徳村　綾乃 ﾄｸﾑﾗ ｱﾔﾉ うるま市 0:40:111049 32506 兼城　江梨子 ｶﾈｼﾛ ｴﾘｺ うるま市 0:40:111050 32241 島田　七夏 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅｶ 読谷村 0:40:121051 32240 島田　晶妃 ｼﾏﾀﾞ ｱｷ 読谷村 0:40:121052 32478 香村　潤葉 ｶﾑﾗ ﾋﾛﾊ 那覇市 0:40:191053 33297 金城　明花 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾒｲｶ 那覇市 0:40:201054 33011 安里　美津子 ｱｻﾄ ﾐﾂｺ うるま市 0:40:20



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71055 31858 保田　りあん ﾔｽﾀﾞ ﾘｱﾝ うるま市 0:40:201056 32362 前堂　美葵 ﾏｴﾄﾞｳ ﾐｷ うるま市 0:40:211057 32111 平　万智子 ﾀｲﾗ ﾏﾁｺ 沖縄市 0:40:211058 32588 西銘　幸乃 ﾆｼﾒ ｻﾁﾉ 浦添市 0:40:221059 33373 又吉　みどり ﾏﾀﾖｼ ﾐﾄﾞﾘ 浦添市 0:40:231060 33318 小潮川　恵利子 ｺｼｵｶﾜ ｴﾘｺ 沖縄市 0:40:241061 33012 仲宗根　恵美子 ﾅｶｿﾈ ｴﾐｺ 北中城村 0:40:251062 30652 比嘉　和美 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾐ 沖縄市 0:40:271063 30412 古堅　りあな ﾌﾙｹ･ﾝ ﾘｱﾅ うるま市 0:40:281064 32660 伊集　麻由美 ｲｽﾞ ﾏﾕﾐ 沖縄市 0:40:291065 33007 神田　小粋 ｶﾐﾀﾞ ｺｲｷ うるま市 0:40:291066 33006 神田　瑞木 ｶﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｷ うるま市 0:40:291067 30771 ﾌﾅﾂ 直美 ﾌﾅﾂ ﾅｵﾐ うるま市 0:40:301068 33304 山内　杏珠 ﾔﾏｳﾁ ｱﾝｼﾞｭ うるま市 0:40:301069 33330 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾏｰﾘｰ柑 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾏｰﾘｰ 北谷町 0:40:301070 31398 與那覇　沙奈 ﾖﾅﾊ ｻﾅ 読谷村 0:40:301071 31117 與那覇　美好 ﾖﾅﾊ ﾐﾖｼ 読谷村 0:40:301072 32124 比嘉　久美子 ﾋｶﾞ ｸﾐｺ うるま市 0:40:321073 31585 大城　美佐子 ｵｵｼﾛ ﾐｻｺ うるま市 0:40:331074 33071 比屋根　貴美子 ﾋﾔﾈ ｷﾐｺ うるま市 0:40:331075 32390 又吉　希保 ﾏﾀﾖｼ ｷﾎ 沖縄市 0:40:341076 32500 又吉　敦美 ﾏﾀﾖｼ ｱﾂﾐ 沖縄市 0:40:341077 31289 蔵根　忍 ｸﾗﾈ ｼﾉﾌﾞ うるま市 0:40:351078 33001 仲嶺　優子 ﾅｶﾐﾈ ﾕｳｺ 沖縄市 0:40:361079 32055 宮内　ミネ子 ﾐﾔｳﾁ ﾐﾈｺ うるま市 0:40:391080 31239 城間　夏子 ｼﾛﾏ ﾅﾂｺ 沖縄市 0:40:401081 33014 後間　舞 ｺｼﾏ ﾏｲ 宜野湾市 0:40:421082 30375 島袋　美紀 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐｷ うるま市 0:40:421083 32783 今村　天梨音 ｲﾏﾑﾗ ﾏﾘﾝ うるま市 0:40:421084 31535 嘉手苅　京子 ｶﾃﾞｶﾙ ｷｮｳｺ 沖縄市 0:40:421085 30662 仲宗根　芽愛 ﾅｶｿﾈ ﾒｲ 読谷村 0:40:441086 31509 渡久川　翠星 ﾄｸｶﾞﾜ ｽｲ うるま市 0:40:451087 31850 辺土　未希 ﾍﾄﾞ ﾐｷ うるま市 0:40:471088 32171 ﾊｳｸ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ 芽生 ﾊｳｸ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾒｲ うるま市 0:40:481089 30991 赤嶺　結南 ｱｶﾐﾈ ﾕﾅ うるま市 0:40:481090 31020 安里　結 ｱｻﾄ ﾕｲ うるま市 0:40:491091 32528 新垣　真由美 ｼﾝｶﾞｷ ﾏﾕﾐ うるま市 0:40:521092 31828 兼島　鈴華 ｶﾈｼﾏ ﾘﾝｶ 沖縄市 0:40:521093 32113 平　智和子 ﾀｲﾗ ｻﾜｺ 沖縄市 0:40:521094 31902 与那嶺　さやか ﾖﾅﾐﾈ ｻﾔｶ うるま市 0:40:531095 31142 篠原　涼子 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳｺ 東京都 0:40:531096 31729 喜瀬　茜 ｷｾ ｱｶﾈ 名護市 0:40:541097 33219 兼城　早苗 ｶﾈｼﾛ ｻﾅｴ 宜野湾市 0:40:561098 32110 平　智恵子 ﾀｲﾗ ﾁｴｺ 沖縄市 0:40:561099 31155 松井　香織 ﾏﾂｲ ｶｵﾘ うるま市 0:40:591100 32169 ﾊｳｸ 桃子 ﾊｳｸ ﾓﾓｺ うるま市 0:40:591101 32197 金城　亜希子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷｺ うるま市 0:41:011102 31276 新垣　裡務 ｱﾗｶｷ ﾘﾑ うるま市 0:41:011103 33329 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾓﾆｶ桜 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾓﾆｶｻｸﾗ 北谷町 0:41:061104 33303 山内　由梨亜 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾘｱ うるま市 0:41:061105 33201 兼次　愛琉 ｶﾈｼ ｱｲﾙ 金武町 0:41:071106 31181 座間味　美香子 ｻﾞﾏﾐ ﾐｶｺ うるま市 0:41:101107 31182 座間味　亜依 ｻﾞﾏﾐ ｱｲ うるま市 0:41:101108 32383 平良　美羽 ﾀｲﾗ ﾐｳ 沖縄市 0:41:111109 31865 平良　梨奏楽 ﾀｲﾗ ﾘｱﾗ 沖縄市 0:41:121110 32744 平良　愛里 ﾀｲﾗ ｱｲﾘ 沖縄市 0:41:131111 32315 渡具知　織江 ﾄｸﾞﾁ ｵﾘｴ 沖縄市 0:41:131112 32971 辻本　華梨 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ うるま市 0:41:141113 31244 名城　キアラ ﾅｼﾛ ｷｱﾗ 沖縄市 0:41:151114 31242 屋富祖　良美 ﾔﾌｿ ﾖｼﾐ 沖縄市 0:41:161115 33173 寄本　八月 ﾖﾘﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ うるま市 0:41:181116 32094 大田　千夏 ｵｵﾀ ﾁﾅﾂ 与那原町 0:41:20



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71117 31817 松田　紗和乃 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜﾉ 与那原町 0:41:201118 32877 浦崎　千恵子 ｳﾗｻｷ ﾁｴｺ うるま市 0:41:201119 31220 大城　月乃 ｵｵｼﾛ ﾂｷﾉ うるま市 0:41:211120 31211 前森　みよ ﾏｴﾓﾘ ﾐﾖ うるま市 0:41:211121 32901 岸本　千春 ｷｼﾓﾄ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:41:211122 33218 山根　有希 ﾔﾏﾈ ﾕｷ 沖縄市 0:41:241123 32211 山川　由佳 ﾔﾏｶﾜ ﾕｶ 南風原町 0:41:241124 31940 仲村　莉音 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵﾝ うるま市 0:41:251125 32743 安次嶺　めぐみ ｱｼﾐﾈ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:41:261126 31941 仲村　莉寿 ﾅｶﾑﾗ ﾘｽﾞ うるま市 0:41:271127 32946 友寄　めぐみ ﾄﾓﾖｾ ﾒｸﾞﾐ 那覇市 0:41:271128 31939 仲村　千春 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ うるま市 0:41:271129 31064 仲眞　愛梨 ﾅｶﾏ ｱｲﾘ うるま市 0:41:281130 31063 仲宗根　恵 ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:41:281131 31484 仲村　美紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 沖縄市 0:41:291132 31852 福原　愛心里 ﾌｸﾊﾗ ｱﾐﾘ 沖縄市 0:41:301133 31851 福原　愛心 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾅｺ 沖縄市 0:41:301134 32172 島袋　心優 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐﾕ 沖縄市 0:41:301135 32993 栄野比　汐音 ｴﾉﾋﾞ ｼｵﾈ 沖縄市 0:41:321136 32779 田場　千恵美 ﾀﾊﾞ ﾁｴﾐ うるま市 0:41:361137 30909 伊波　優子 ｲﾊ ﾕｳｺ うるま市 0:41:381138 32217 金城　姫奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾅ 沖縄市 0:41:381139 30908 伊波　成子 ｲﾊ ﾅﾘｺ うるま市 0:41:391140 32216 金城　真奈美 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 沖縄市 0:41:391141 32150 比嘉　結生 ﾋｶﾞ ﾕｷ 読谷村 0:41:411142 32148 比嘉　いずみ ﾋｶﾞ ｲｽﾞﾐ 読谷村 0:41:411143 32389 福原　美和子 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾜｺ 沖縄市 0:41:431144 32196 下里　江瑠菜 ｼﾓｻﾞﾄ ｴﾙﾅ 沖縄市 0:41:441145 33080 豊見本　夢夏 ﾄﾐﾓﾄ ﾕﾒｶ 南城市 0:41:451146 33081 豊見本　楓 ﾄﾐﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 南城市 0:41:451147 33089 菊地　凜 ｷｸﾁ ﾘﾝ うるま市 0:41:521148 33086 菊地　智美 ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ うるま市 0:41:531149 32035 伊波　莉亜奈 ｲﾊ ﾘｱﾅ 北谷町 0:41:551150 32692 比嘉　瑠美子 ﾋｶﾞ ﾙﾐｺ 北谷町 0:41:561151 32513 太田　芽依実 ｵｵﾀ ﾒｲﾐ 沖縄市 0:41:561152 32277 照屋　優佳 ﾃﾙﾔ ﾕｳｶ うるま市 0:41:571153 32105 我喜屋　優奈 ｶﾞｷﾔ ﾕｳﾅ うるま市 0:41:571154 32677 比嘉　由香 ﾋｶﾞ ﾕｶ うるま市 0:41:571155 32278 照屋　万奈加 ﾃﾙﾔ ﾏﾅｶ うるま市 0:41:571156 32516 見里　ななみ ﾐｻﾄ ﾅﾅﾐ 沖縄市 0:41:571157 32515 太田　新菜 ｵｵﾀ ﾆｲﾅ 沖縄市 0:41:571158 32514 太田　萌花 ｵｵﾀ ﾓｶ 沖縄市 0:41:581159 32034 比嘉　愛美瑠 ﾋｶﾞ ｴﾐﾙ 北谷町 0:41:581160 31751 仲田　七海 ﾅｶﾀﾞ ﾅﾐ 沖縄市 0:41:591161 32887 宇久田　夏実 ｳｸﾀﾞ ﾅﾂﾐ うるま市 0:41:591162 32981 牧志　イツコ ﾏｷｼ ｲﾂｺ うるま市 0:42:001163 31024 長谷川　りさ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｻ 北中城村 0:42:001164 32982 新垣　ミナミ ｱﾗｶｷ ﾐﾅﾐ 糸満市 0:42:001165 31621 岡田　祐佳 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ うるま市 0:42:001166 31620 田崎　ﾌﾐ子 ﾀｻｷ ﾌﾐｺ うるま市 0:42:011167 31612 Lamis B Lindsay Lamis B Lindsay 外国人 0:42:021168 32091 普久原　彩笑 ﾌｸﾊﾗ ﾆｺ 沖縄市 0:42:021169 30839 またよし　りり ﾏﾀﾖｼ ﾘﾘ うるま市 0:42:031170 30619 高良　晴菜 ﾀｶﾗ ｾｲﾅ 那覇市 0:42:051171 31752 原田　なつ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂ 那覇市 0:42:051172 31495 原田　佳子 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｺ 那覇市 0:42:051173 30594 永山　ひな ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾅ うるま市 0:42:051174 31407 兼次　美好 ｶﾈｼ ﾐﾖｼ 金武町 0:42:051175 30924 伊禮　縞 ｲﾚｲ ｺｳ 沖縄市 0:42:061176 32292 安座間　志麻子 ｱｻﾞﾏ ｼﾏｺ うるま市 0:42:071177 31062 仲村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ うるま市 0:42:071178 31727 石原　心菜 ｲｼﾊﾗ ｺｺﾅ うるま市 0:42:08



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71179 32470 大城　なみ ｵｵｼﾛ ﾅﾐ 名護市 0:42:131180 32318 仲田　啓子 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｺ 沖縄市 0:42:131181 31834 徳田　菜陽 ﾄｸﾀﾞ ﾅﾙ うるま市 0:42:131182 32517 山下　留美子 ﾔﾏｼﾀ ﾙﾐｺ 沖縄市 0:42:151183 32469 大城　さやか ｵｵｼﾛ ｻﾔｶ 名護市 0:42:181184 32734 﨑山　奈々 ｻｷﾔﾏ ﾅﾅ 那覇市 0:42:201185 32291 照屋　啓子 ﾃﾙﾔ ｹｲｺ 北谷町 0:42:201186 30360 宜保　恵 ｷﾞﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:42:231187 32710 澤岻　莉乃 ﾀｸｼ ﾘﾉ うるま市 0:42:251188 32715 澤岻　いずみ ﾀｸｼ ｲｽﾞﾐ うるま市 0:42:251189 31610 金城　碧 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｵｲ 沖縄市 0:42:251190 32768 新川　小郁美 ｱﾗｶﾜ ｺﾌﾐ 沖縄市 0:42:281191 32766 新川　美沙紀 ｱﾗｶﾜ ﾐｻｷ 沖縄市 0:42:281192 31326 安村　香代 ﾔｽﾑﾗ ｶﾖ 那覇市 0:42:291193 31836 徳田　あさみ ﾄｸﾀﾞ ｱｻﾐ うるま市 0:42:291194 32821 宇久田　若美 ｳｸﾀﾞ ﾜｶﾐ うるま市 0:42:311195 31059 中川　綺乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 北中城村 0:42:341196 32133 呉屋　エンジェル ｺﾞﾔ ｴﾝｼﾞｪﾙ 浦添市 0:42:371197 32511 川満　梨央 ｶﾜﾐﾂ ﾘｵ 沖縄市 0:42:381198 31130 金城　紗也加 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ うるま市 0:42:391199 33043 磨　りりあ ﾐｶﾞｷ ﾘﾘｱ 沖縄市 0:42:401200 33115 仲村渠　希奏 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｷｲﾅ 沖縄市 0:42:421201 31911 仲間　美保 ﾅｶﾏ ﾐﾎ 沖縄市 0:42:441202 32165 比嘉　留美子 ﾋｶﾞ ﾙﾐｺ 浦添市 0:42:441203 30701 座間味　未皓 ｻﾞﾏﾐ ﾐﾋﾛ うるま市 0:42:441204 33366 伊波　幸美 ｲﾊ ﾕｷﾐ うるま市 0:42:461205 33360 兼城　沙耶花 ｶﾈｼﾛ ｻﾔｶ うるま市 0:42:471206 32924 島田　彩香 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 読谷村 0:42:481207 31906 東江　奈緒 ｱｶﾞﾘｴ ﾅｵ 北谷町 0:42:481208 33096 外間　美佳 ﾎｶﾏ ﾐｶ うるま市 0:42:481209 33077 大城　恭子 ｵｵｼﾛ ｷｮｳｺ うるま市 0:42:481210 33358 金城　梨茄 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅ うるま市 0:42:501211 31983 糸村　美奈子 ｲﾄﾑﾗ ﾐﾅｺ 沖縄市 0:42:531212 32225 安座間　一二 ｱｻﾞﾏ ｲﾌﾞ うるま市 0:42:541213 31351 松田　徠愛 ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾅ 宜野湾市 0:42:541214 32224 安座間　凛 ｱｻﾞﾏ ﾘﾝ うるま市 0:42:541215 32222 安座間　ﾏﾘ子 ｱｻﾞﾏ ﾏﾘｺ うるま市 0:42:541216 31350 松田　沙津紀 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾂｷ 宜野湾市 0:42:541217 31325 安村　ヨシ ﾔｽﾑﾗ ﾖｼ うるま市 0:42:551218 33116 仲村渠　千紗 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾁｻ 沖縄市 0:42:561219 33113 仲村渠　由美 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕﾐ 沖縄市 0:42:581220 32979 山城　来夏 ﾔﾏｼﾛ ﾗｲｶ うるま市 0:42:591221 32978 山城　亜里沙 ﾔﾏｼﾛ ｱﾘｻ うるま市 0:42:591222 32605 仲嶺　千花 ﾅｶﾐﾈ ﾁﾊﾅ 沖縄市 0:42:591223 32538 亀濱　千夏 ｶﾒﾊﾏ ﾁｶ 西原町 0:43:011224 31565 宮城　あや ﾐﾔｷﾞ ｱﾔ 那覇市 0:43:011225 32853 ﾊﾞｰﾆｰ 千代香 ﾊﾞｰﾆｰ ﾁﾖｶ うるま市 0:43:021226 33024 新崎　カンナ ｱﾗｻｷ ｶﾝﾅ 那覇市 0:43:031227 33022 新崎　かおり ｱﾗｻｷ ｶｵﾘ 那覇市 0:43:041228 32301 砂川　和夏菜 ｽﾅｶﾞﾜ ﾜｶﾅ うるま市 0:43:051229 31839 知花　凜穂那 ﾁﾊﾞﾅ ﾘｵﾅ うるま市 0:43:071230 32450 神田　直美 ｶﾐﾀﾞ ﾅｵﾐ うるま市 0:43:081231 31740 幸地　敦子 ｺｳﾁ ｱﾂｺ 中城村 0:43:081232 33105 田場　麻未 ﾀﾊﾞ ﾏﾐ うるま市 0:43:131233 32753 島袋　味希 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐｷ 名護市 0:43:201234 32294 砂川　莉和菜 ｽﾅｶﾞﾜ ﾘﾜﾅ うるま市 0:43:211235 32393 池根　綾乃 ｲｹﾈ ｱﾔﾉ うるま市 0:43:241236 32704 長浜　りか ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｶ 読谷村 0:43:261237 33274 宮城　貴子 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｺ 沖縄市 0:43:261238 33350 仲村　美樹 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ うるま市 0:43:281239 33355 中本　由美 ﾅｶﾓﾄ ﾕﾐ 沖縄市 0:43:291240 32492 古謝　陽毬 ｺｼﾞｬ ﾋﾏﾘ うるま市 0:43:29



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71241 32491 古謝　寿恵 ｺｼﾞｬ ﾋｻｴ うるま市 0:43:291242 33313 天願　智香子 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾁｶｺ 沖縄市 0:43:321243 32475 島袋　帆乃 ｼﾏﾌﾞｸ ﾎﾉ うるま市 0:43:361244 32927 石川　加奈子 ｲｼｶﾜ ｶﾅｺ うるま市 0:43:361245 32474 伊覇　奈月妃 ｲﾊ ﾅﾂｷ うるま市 0:43:361246 31234 知念　亜希子 ﾁﾈﾝ ｱｷｺ うるま市 0:43:361247 32017 新垣　花絆 ｱﾗｶｷ ﾊﾅ うるま市 0:43:381248 32408 宮城　明子 ﾐﾔｷﾞ ﾒｲｺ うるま市 0:43:381249 32809 新川　章子 ｱﾗｶﾜ ｱｷｺ 名護市 0:43:381250 32015 新垣　さつき ｱﾗｶｷ ｻﾂｷ うるま市 0:43:381251 33388 池田　万里子 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 0:43:381252 32452 比嘉　凜子 ﾋｶﾞ ﾘﾝｺ うるま市 0:43:391253 32451 比嘉　明子 ﾋｶﾞ ｱｷｺ うるま市 0:43:411254 31058 中川　美穂子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 北中城村 0:43:451255 32871 読谷山　康乃 ﾖﾐﾀﾝｻﾞﾝ ﾔｽﾉ 宜野湾市 0:43:451256 30835 浦崎　康香 ｳﾗｻｷ ﾔｽｶ 八重瀬町 0:43:461257 31534 栄門　愛音 ｴｲﾓﾝ ﾏﾅﾐ うるま市 0:43:491258 32987 喜瀬　友美 ｷｾ ﾄﾓﾐ うるま市 0:43:501259 32841 上藏　心結 ｳｴｸﾗ ｺｺﾛ うるま市 0:43:511260 32658 新川　結莉 ｱﾗｶﾜ ﾕﾘ 沖縄市 0:43:541261 32556 城田　彩 ｼﾛﾀ ｱﾔ 那覇市 0:43:551262 31669 仲間　裕子 ﾅｶﾏ ﾕｳｺ うるま市 0:43:561263 32636 森根　弥生 ﾓﾘﾈ ﾔﾖｲ うるま市 0:43:571264 33381 ﾌｧｰｶﾞｰ ｱﾔﾉ ﾌｧｰｶﾞｰ ｱﾔﾉ 沖縄市 0:43:571265 32194 渡口　響子 ﾄｸﾞﾁ ｷｮｳｺ うるま市 0:43:581266 32347 渡口　桜芭 ﾄｸﾞﾁ ｵﾄﾊ うるま市 0:43:581267 32690 登川　美千代 ﾄｶﾞﾜ ﾐﾁﾖ 沖縄市 0:44:021268 31196 伊地　亜衣李 ｲﾁ ｱｲﾘ 与那原町 0:44:021269 31267 髙江洲　愛弓 ﾀｶｴｽ ｱﾕﾐ 嘉手納町 0:44:031270 31121 西里　心花 ﾆｼｻﾞﾄ ｺﾊﾅ 那覇市 0:44:051271 31425 上原　琉愛 ｳｴﾊﾗ ﾙｱ うるま市 0:44:051272 32972 ﾏﾆｭｴﾙ ｱﾏﾝﾀﾞ 晶子 ﾏﾆｭｴﾙ ｱﾏﾝﾀﾞｱｷｺ 沖縄市 0:44:071273 32980 ｼﾞｪﾆｿﾝ 由美子 ｼﾞｪﾆｿﾝ ﾕﾐｺ 沖縄市 0:44:071274 32483 仲宗根　姫野 ﾅｶｿﾈ ﾋﾒﾉ うるま市 0:44:081275 32120 金城　里菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅ うるま市 0:44:091276 31766 下條　桜理 ｼﾓｼﾞｮｳ ｵｳﾘ 沖縄市 0:44:121277 31847 伊禮　杏 ｲﾚｲ ｱﾝﾘ 沖縄市 0:44:121278 33212 伊波　喜代美 ｲﾊ ｷﾖﾐ 読谷村 0:44:141279 33199 兼次　百愛 ｶﾈｼ ﾓｱ 金武町 0:44:141280 31457 伊良部　江里子 ｲﾗﾌﾞ ｴﾘｺ 沖縄市 0:44:171281 32036 伊波　理恵 ｲﾊ ﾘｴ 北谷町 0:44:181282 31346 呉屋　めぐみ ｺﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ 宜野湾市 0:44:181283 32732 松元　優奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ うるま市 0:44:181284 31762 横田　糸美 ﾖｺﾀﾞ ｲﾄﾐ うるま市 0:44:191285 33125 山内　沙彩 ﾔﾏｳﾁ ｻｱﾔ うるま市 0:44:191286 32392 今村　天麻音 ｲﾏﾑﾗ ｱﾏﾈ うるま市 0:44:201287 33372 渡久地　咲空 ﾄｸﾞﾁ ｻﾗ 浦添市 0:44:211288 31113 新里　梓 ｼﾝｻﾞﾄ ｱｽﾞｻ うるま市 0:44:211289 33400 安喜　正子 ｱｷ ｼｮｳｺ うるま市 0:44:221290 33230 宮城　悠那 ﾐﾔｷﾞ ﾕﾅ うるま市 0:44:221291 33262 照屋　亮花 ﾃﾙﾔ ﾘｮｳｶ 南城市 0:44:221292 33259 田幸　柚花 ﾀｺｳ ﾕｶ 那覇市 0:44:231293 33228 玉城　千尋 ﾀﾏｷ ﾁﾋﾛ うるま市 0:44:231294 31449 屋宜　若菜 ﾔｷﾞ ﾜｶﾅ うるま市 0:44:241295 32311 宮里　くらら ﾐﾔｻﾞﾄ ｸﾗﾗ うるま市 0:44:251296 30365 仲嶺　優乃 ﾅｶﾐﾈ ﾕﾉ 宜野湾市 0:44:261297 30781 我如古　琉珠 ｶﾞﾈｺ ﾘｼﾞｭ うるま市 0:44:301298 32250 兼城　由依 ｶﾈｼﾛ ﾕｲ 北中城村 0:44:321299 32218 兼城　有梨奈 ｶﾈｼﾛ ﾕﾘﾅ 北中城村 0:44:321300 31895 石川　綾香 ｲｼｶﾜ ｱﾔｶ 沖縄市 0:44:331301 32232 兼城　美有樹 ｶﾈｼﾛ ﾐﾕｷ 北中城村 0:44:341302 32938 町田　和子 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｺ 沖縄市 0:44:35



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71303 31934 外當　わかな ﾎｶﾄｳ ﾜｶﾅ うるま市 0:44:371304 32192 當銘　勝美 ﾄｳﾒ ｶﾂﾐ 沖縄市 0:44:381305 32254 内間　くらら ｳﾁﾏ ｸﾗﾗ 沖縄市 0:44:381306 32193 當銘　瑚笑 ﾄｳﾒ ｺｴ 沖縄市 0:44:381307 32912 山城　優貴乃 ﾔﾏｼﾛ ﾕｷﾉ 沖縄市 0:44:431308 31758 前原　真奈美 ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ うるま市 0:44:441309 32246 上原　典子 ｳｴﾊﾗ ﾉﾘｺ 豊見城市 0:44:491310 32256 池宮　康子 ｲｹﾐﾔ ﾔｽｺ うるま市 0:44:531311 32130 金城　澄江 ｷﾝｼﾞｮｳ ｽﾐｴ 浦添市 0:44:541312 32131 上原　美那子 ｳｴﾊﾗ ﾐﾅｺ 浦添市 0:44:551313 32200 宮城　美晴 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾊﾙ 金武町 0:44:591314 32273 金城　志寿香 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｽﾞｶ うるま市 0:45:061315 32000 照屋　幸乃 ﾃﾙﾔ ﾕｷﾉ うるま市 0:45:061316 31588 古謝　貴美子 ｺｼﾞｬ ｷﾐｺ 金武町 0:45:071317 33371 渡久地　里奈 ﾄｸﾞﾁ ﾘﾅ 浦添市 0:45:081318 32031 大嶺　椎菜 ｵｵﾐﾈ ｼｲﾅ 沖縄市 0:45:111319 32022 森根　憲子 ﾓﾘﾈ ﾉﾘｺ うるま市 0:45:111320 33164 前堂　苺香 ﾏｴﾄﾞｳ ｲﾁｶ うるま市 0:45:121321 31773 森根　蓮乃 ﾓﾘﾈ ﾊｽﾉ うるま市 0:45:131322 32433 竹島　京子 ﾀｹｼﾏ ｷｮｳｺ 沖縄市 0:45:161323 32731 松元　えりか ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ うるま市 0:45:181324 32399 和仁屋　香苗 ﾜﾆﾔ ｶﾅｴ うるま市 0:45:201325 32568 岡本　りの ｵｶﾓﾄ ﾘﾉ 宜野湾市 0:45:211326 32935 玉城　春菜 ﾀﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ うるま市 0:45:231327 31935 内間　美紀 ｳﾁﾏ ﾐｷ 那覇市 0:45:241328 32265 宮城　いずみ ﾐﾔｷﾞ ｲｽﾞﾐ うるま市 0:45:261329 33296 金城　明日香 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｽｶ 那覇市 0:45:271330 31774 上門　美佐子 ｳｴｼﾞｮｳ ﾐｻｺ うるま市 0:45:281331 33074 山内　美乃 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾉ うるま市 0:45:301332 32817 ワグナー　亜矢子 ﾜｸﾞﾅｰ ｱﾔｺ うるま市 0:45:321333 32244 伊藤　杏奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 沖縄市 0:45:331334 33197 兼次　千夏 ｶﾈｼ ﾁﾅﾂ 金武町 0:45:331335 32425 崎山　綾乃 ｻｷﾔﾏ ｱﾔﾉ うるま市 0:45:331336 32763 崎山　紗希 ｻｷﾔﾏ ｻｷ うるま市 0:45:331337 32894 當間　カズミ ﾄｳﾏ ｶｽﾞﾐ 宜野湾市 0:45:341338 32896 當間　叶彩 ﾄｳﾏ ｶﾅｻ 宜野湾市 0:45:341339 31466 平川　星来 ﾋﾗｶﾜ ｾｲﾗ 沖縄市 0:45:351340 31465 平川　恵子 ﾋﾗｶﾜ ｹｲｺ 沖縄市 0:45:351341 32357 金城　綾菜 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔﾅ 沖縄市 0:45:361342 32415 新崎　莉理 ｱﾗｻｷ ﾘﾘ うるま市 0:45:381343 33346 伊波　心花 ｲﾊ ｺﾉｶ うるま市 0:45:411344 33345 伊波　利花 ｲﾊ ﾘｶ うるま市 0:45:411345 32811 與儀　心陽 ﾖｷﾞ ｺﾊﾙ 沖縄市 0:45:421346 32910 照屋　千恵 ﾃﾙﾔ ﾁｴ 沖縄市 0:45:431347 32911 照屋　笑海 ﾃﾙﾔ ｴﾐ 沖縄市 0:45:431348 32533 大城　あさひ ｵｵｼﾛ ｱｻﾋ 糸満市 0:45:451349 32916 新里　亜利菜 ｼﾝｻﾞﾄ ｱﾘﾅ 沖縄市 0:45:451350 32820 與儀　勝美 ﾖｷﾞ ｶﾂﾐ 沖縄市 0:45:451351 32532 大城　ゆか ｵｵｼﾛ ﾕｶ 糸満市 0:45:451352 32915 新里　亜由美 ｼﾝｻﾞﾄ ｱﾕﾐ 沖縄市 0:45:451353 33385 川上　愛 ｶﾜｶﾐ ﾏﾅ 沖縄市 0:45:471354 32243 伊藤　柚奈 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾅ 沖縄市 0:45:481355 33134 安里　いお ｱｻﾄ ｲｵ うるま市 0:45:501356 33132 平塚　恵美 ﾋﾗﾂｶ ﾒｸﾞﾐ うるま市 0:45:511357 32669 島袋　和嘉子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾜｶｺ 沖縄市 0:45:521358 33151 知名　れいか ﾁﾅ ﾚｲｶ うるま市 0:45:561359 33327 大城　恵美子 ｵｵｼﾛ ｴﾐｺ 糸満市 0:46:011360 33286 石川　利花 ｲｼｶﾜ ﾘｶ うるま市 0:46:011361 33287 石川　純羽 ｲｼｶﾜ ｲﾄﾊ うるま市 0:46:011362 32226 渡慶次　友美 ﾄｹｼ ﾄﾓﾐ うるま市 0:46:021363 31494 渡慶次　伶心 ﾄｹｼ ﾚｲﾐ うるま市 0:46:031364 31003 松元　典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ 沖縄市 0:46:03



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71365 32032 仲田　テオリー ﾅｶﾀﾞ ﾃｵﾘｰ 沖縄市 0:46:061366 32305 宮城　李奈 ﾐﾔｷﾞ ﾘﾅ 北中城村 0:46:071367 32459 本多　千春 ﾎﾝﾀﾞ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:46:191368 32462 本多　優希 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 沖縄市 0:46:191369 32361 前堂　美鈴 ﾏｴﾄﾞｳ ﾐｽｽﾞ うるま市 0:46:211370 32899 金城　洋子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｳｺ うるま市 0:46:221371 31938 又吉　さおり ﾏﾀﾖｼ ｻｵﾘ うるま市 0:46:251372 31862 伊禮　有美 ｲﾚｲ ﾕｳﾐ 宜野湾市 0:46:261373 31809 中村　夏織 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 中城村 0:46:291374 31145 具志　亜梨沙 ｸﾞｼ ｱﾘｻ うるま市 0:46:291375 31148 具志　美月 ｸﾞｼ ﾐﾂｷ うるま市 0:46:291376 32656 仲田　花絆 ﾅｶﾀﾞ ｶﾎ 沖縄市 0:46:291377 32654 仲田　史子 ﾅｶﾀﾞ ﾌﾐｺ 沖縄市 0:46:301378 32897 當間　彩七 ﾄｳﾏ ｱﾔﾅ 宜野湾市 0:46:301379 33162 徳山　かおり ﾄｸﾔﾏ ｶｵﾘ うるま市 0:46:321380 32907 前堂　琉愛 ﾏｴﾄﾞｳ ﾙｳｱ うるま市 0:46:331381 32364 前堂　愛葵 ﾏｴﾄﾞｳ ｱｵｲ うるま市 0:46:341382 32730 川﨑　蒼空 ｶﾜｻｷ ｿﾗ うるま市 0:46:341383 31944 神里　智枝 ｶﾐｻﾞﾄ ﾄﾓｴ 南風原町 0:46:351384 31417 比嘉　純七 ﾋｶﾞ ｼﾞｭﾅ うるま市 0:46:441385 30970 渡口　美虹 ﾄｸﾞﾁ ﾐｸ うるま市 0:46:461386 32689 ｱﾝﾃﾉﾙｸﾙｽﾞ ｱﾗﾍﾞﾗ ｱﾝﾃﾉﾙｸﾙｽﾞ ｱﾗﾍﾞﾗ うるま市 0:46:461387 31019 照屋　藤江 ﾃﾙﾔ ﾌｼﾞｴ うるま市 0:46:471388 32688 ｱﾝﾃﾉﾙｸﾙｽﾞ 麻紀子 ｱﾝﾃﾉﾙｸﾙｽﾞ ﾏｷｺ うるま市 0:46:471389 32773 山城　めい ﾔﾏｼﾛ ﾒｲ うるま市 0:46:501390 33294 友利　きよみ ﾄﾓﾘ ｷﾖﾐ 那覇市 0:46:511391 32125 前濱　利七 ﾏｴﾊﾏ ﾘﾅ うるま市 0:46:541392 33359 大嶺　麻利 ｵｵﾐﾈ ﾏﾘ うるま市 0:46:551393 32706 吉田　さとみ ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 沖縄市 0:46:551394 32711 仲村渠　沙矢香 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｻﾔｶ 北谷町 0:47:041395 32522 上里　真子 ｳｴｻﾞﾄ ﾏｺ 浦添市 0:47:051396 31554 名護　絵里香 ﾅｺﾞ ｴﾘｶ うるま市 0:47:051397 31653 後藤　璃杏奈 ｺﾞﾄｳ ﾘｱﾅ 宜野湾市 0:47:051398 32559 清水　利恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 豊見城市 0:47:051399 31493 渡慶次　杏心 ﾄｹｼ ｱﾐ うるま市 0:47:071400 32005 仲栄真　末子 ﾅｶｴﾏ ｽｴｺ 宜野座村 0:47:081401 32807 富山　音彩 ﾄﾐﾔﾏ ｵﾄｱ うるま市 0:47:091402 32882 富山　知子 ﾄﾐﾔﾏ ﾉﾘｺ うるま市 0:47:091403 33298 大嶺　こずえ ｵｵﾐﾈ ｺｽﾞｴ うるま市 0:47:131404 33144 北林　美海 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｳ うるま市 0:47:131405 32466 遠藤　ゆり ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ うるま市 0:47:141406 32465 遠藤　友紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ うるま市 0:47:151407 32893 桑江　芽依璃 ｸﾜｴ ﾒｲﾘ うるま市 0:47:151408 33073 山内　純子 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ うるま市 0:47:171409 32286 湧川　仁美 ﾜｸｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ うるま市 0:47:201410 32774 安間　ゆい ﾔｽﾏ ﾕｲ うるま市 0:47:291411 32771 山城　えみ ﾔﾏｼﾛ ｴﾐ うるま市 0:47:291412 32736 辻本　真由美 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 沖縄市 0:47:331413 32846 平良　美喜 ﾀｲﾗ ﾐｷ うるま市 0:47:331414 32507 北林　若奈 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ うるま市 0:47:331415 32860 下門　里織 ｼﾓｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 那覇市 0:47:341416 31376 前門　すがの ﾏｴｶﾄﾞ ｽｶﾞﾉ うるま市 0:47:351417 39001 村榮　幸恵 ﾑﾗｴ ｻﾁｴ 宜野湾市 0:47:371418 32016 新垣　琉空 ｱﾗｶｷ ﾘｸ うるま市 0:47:411419 32489 まつかわ　ゆい ﾏﾂｶﾜ ﾕｲ うるま市 0:47:421420 32737 名波　葉月 ﾅﾊ ﾊﾂﾞｷ うるま市 0:47:421421 32018 髙良　孝子 ﾀｶﾗ ﾀｶｺ うるま市 0:47:421422 32920 稲福　友里香 ｲﾅﾌｸ ﾕﾘｶ 北谷町 0:47:431423 32918 稲福　広美 ｲﾅﾌｸ ﾋﾛﾐ 北谷町 0:47:431424 32552 長浜　静乃 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼｽﾞﾉ 読谷村 0:47:441425 32553 長浜　寿乃 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾞｭﾉ 読谷村 0:47:441426 32919 稲福　ほのか ｲﾅﾌｸ ﾎﾉｶ 北谷町 0:47:44



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71427 32749 前當　恵子 ﾏｴﾄｳ ｹｲｺ 沖縄市 0:47:461428 32385 屋富祖　愛來 ﾔﾌｿ ｲﾂｸ うるま市 0:47:461429 32384 屋富祖　むつみ ﾔﾌｿ ﾑﾂﾐ うるま市 0:47:471430 30606 Alisah DeJesus Christopher DeJesus 外国人 0:47:531431 31374 前門　来実香 ﾏｴｶﾄﾞ ﾘﾐｶ うるま市 0:47:551432 31878 森　華南 ﾓﾘ ｶﾅﾐ 北中城村 0:47:551433 33088 菊地　美羽 ｷｸﾁ ﾐｳ うるま市 0:47:561434 32945 又吉　結愛乃 ﾏﾀﾖｼ ﾕﾒﾉ 浦添市 0:47:561435 31648 安慶名　祥子 ｱｹﾞﾅ ｼｮｳｺ うるま市 0:47:561436 31520 安慶名　梨寿 ｱｹﾞﾅ ﾘｼﾞｭ うるま市 0:47:571437 32850 佐久田　莉望 ｻｸﾀﾞ ﾘﾉ うるま市 0:47:571438 32962 高下　羽良 ﾀｶｼﾀ ｳﾗﾗ 沖縄市 0:47:581439 32961 高下　真希 ﾀｶｼﾀ ﾏｷ 沖縄市 0:47:591440 32933 佐久眞　京子 ｻｸﾏ ｷｮｳｺ うるま市 0:48:001441 32932 久田　和子 ｸﾀﾞ ｶｽﾞｺ うるま市 0:48:001442 32440 山城　聖子 ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｺ 沖縄市 0:48:001443 31330 Tonya DeJesus Christopher DeJesus 外国人 0:48:001444 33036 難波　奈津子 ﾅﾝﾊﾞ ﾅﾂｺ うるま市 0:48:001445 33135 上原　瀬鈴菜 ｳｴﾊﾗ ｾﾚﾅ 南城市 0:48:021446 32051 小松野　朋美 ｺﾏﾂﾉ ﾄﾓﾐ 那覇市 0:48:041447 32784 金城　杏紗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｽﾞｻ 豊見城市 0:48:051448 32785 金城　柚奈 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｽﾞﾅ 豊見城市 0:48:051449 32520 玉城　真理 ﾀﾏｷ ﾏﾘ 那覇市 0:48:071450 33309 知念　しん ﾁﾈﾝ ｼﾝ うるま市 0:48:071451 33237 与那嶺　千栄子 ﾖﾅﾐﾈ ﾁｴｺ 那覇市 0:48:071452 32376 古堅　心愛 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾕｱ うるま市 0:48:081453 32759 波田間　彰子 ﾊﾀﾞﾏ ｱｷｺ うるま市 0:48:091454 33032 根路銘　愛日 ﾈﾛﾒ ｱｲﾋﾞ 宜野湾市 0:48:111455 33030 根路銘　みさと ﾈﾛﾒ ﾐｻﾄ 宜野湾市 0:48:121456 32844 山里　美雪 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾐﾕｷ うるま市 0:48:121457 32674 比嘉　紀子 ﾋｶﾞ ﾉﾘｺ 宜野湾市 0:48:131458 32676 比嘉　希々佳 ﾋｶﾞ ﾉﾉｶ 宜野湾市 0:48:141459 33106 田場　愛織 ﾀﾊﾞ ｲｵﾘ うるま市 0:48:141460 32701 松岡　沙季 ﾏﾂｵｶ ｻｷ うるま市 0:48:151461 31479 青柳　梓 ｱｵﾔｷﾞ ｱｽﾞｻ うるま市 0:48:151462 32707 松岡　育子 ﾏﾂｵｶ ｲｸｺ うるま市 0:48:151463 31480 青柳　えれな ｱｵﾔｷﾞ ｴﾚﾅ うるま市 0:48:161464 32803 玉寄　瑞葵 ﾀﾏﾖｾ ﾐｽﾞｷ うるま市 0:48:161465 31896 熊谷　多美子 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾐｺ 東京都 0:48:171466 31897 野嵜　悠 ﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ 東京都 0:48:171467 32808 玉寄　由佳 ﾀﾏﾖｾ ﾕｶ うるま市 0:48:171468 32739 崎山　香乃 ｻｷﾔﾏ ｶﾉ うるま市 0:48:211469 32613 内田　佳奈 ｳﾁﾀﾞ ｶﾅ 沖縄市 0:48:241470 32611 田里　結菜 ﾀｻﾄ ﾕｲﾅ 沖縄市 0:48:241471 32607 花城　さなえ ﾊﾅｼﾛ ｻﾅｴ 沖縄市 0:48:241472 32653 中戸　美咲 ﾅｶﾄ ﾐｻｷ 沖縄市 0:48:251473 33348 上原　こず恵 ｳｴﾊﾗ ｺｽﾞｴ うるま市 0:48:281474 32740 玉城　いづみ ﾀﾏｷ ｲﾂﾞﾐ 八重瀬町 0:48:301475 33377 中戸　美幸 ﾅｶﾄ ﾐﾕｷ 沖縄市 0:48:321476 32550 花城　寿音 ﾊﾅｼﾛ ｼﾞｭﾈ 宜野湾市 0:48:321477 33243 金城　羽星 ｷﾝｼ･ｮｳ ｳﾗﾗ うるま市 0:48:401478 31811 渡慶次　星空 ﾄｹｼ ｾｲﾗ うるま市 0:48:411479 31750 島　千紘 ｼﾏ ﾁﾋﾛ 沖縄市 0:48:421480 31835 島　?帆 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市 0:48:421481 31798 島　由紀子 ｼﾏ ﾕｷｺ 沖縄市 0:48:431482 33241 金城　優子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｺ うるま市 0:48:431483 30965 伊覇　涼夏 ｲﾊ ｽｽﾞｶ 沖縄市 0:48:481484 32949 友寄　芽結 ﾄﾓﾖｾ ﾒｲ うるま市 0:48:491485 32584 中村　祐菜 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 名護市 0:48:501486 33392 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 琉美ｾﾗ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ｸﾐｾﾗ 中城村 0:48:521487 33411 金城　莉音 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｵﾝ 沖縄市 0:48:531488 32377 古堅　いつみ ﾌﾙｹﾞﾝ ｲﾂﾐ うるま市 0:48:58



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

3.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/73.8㌔の部（女子着順）2019/4/71489 33391 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 綾乃 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ｱﾔﾉ 中城村 0:48:581490 32368 渡口　桜花 ﾄｸﾞﾁ ｻｸﾗ うるま市 0:48:591491 33383 久場　尚美 ｸﾊﾞ ﾅｵﾐ 沖縄市 0:49:011492 33410 金城　泉 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲｽﾞﾐ 沖縄市 0:49:011493 32181 新里　ゆまな ｼﾝｻﾞﾄ ﾕﾏﾅ うるま市 0:49:051494 31290 新里　ゆさき ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｻｷ うるま市 0:49:051495 32609 花城　夏姫 ﾊﾅｼﾛ ﾅﾂｷ 沖縄市 0:49:071496 32998 島袋　玲華 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾚｲｶ うるま市 0:49:301497 33184 石川　千夏 ｲｼｶﾜ ﾁﾅﾂ うるま市 0:49:311498 33185 石川　心音 ｲｼｶﾜ ｺｺﾈ うるま市 0:49:311499 32391 島元　愛実 ｼﾏﾓﾄ ﾖｼﾐ うるま市 0:49:321500 32340 島元　愛咲 ｼﾏﾓﾄ ｱｲｻ うるま市 0:49:331501 32480 池田　紗也佳 ｲｹﾀﾞ ｻﾔｶ 那覇市 0:49:331502 32220 西野　紫音 ﾆｼﾉ ｼｵﾝ うるま市 0:49:331503 31704 西野　利菜 ﾆｼﾉ ﾘﾅ うるま市 0:49:341504 32479 新井　喜美子 ｱﾗｲ ｷﾐｺ 那覇市 0:49:341505 31981 我如古　静香 ｶﾞﾈｺ ｼｽﾞｶ うるま市 0:49:361506 32667 大湾　光姫 ｵｵﾜﾝ ﾐﾂｷ 南城市 0:49:371507 32668 大湾　すず ｵｵﾜﾝ ｽｽﾞ 南城市 0:49:371508 32772 山城　明日香 ﾔﾏｼﾛ ｱｽｶ うるま市 0:49:431509 31968 仲眞　美帆 ﾅｶﾏ ﾐﾎ 北中城村 0:49:431510 32595 島袋　聖菜 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｾｲﾅ うるま市 0:49:441511 32770 平　ゆかり ﾀｲﾗ ﾕｶﾘ うるま市 0:49:441512 32594 島袋　香苗 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶﾅｴ うるま市 0:49:441513 32095 節田　成美 ｾﾂﾀﾞ ﾅﾙﾐ 那覇市 0:49:441514 31820 上江田　ゆかり ｳｴﾀ ﾕｶﾘ 糸満市 0:49:461515 31821 上江田　愛弓 ｳｴﾀ ｱﾕﾐ 糸満市 0:49:461516 32338 田場　環 ﾀﾊﾞ ﾀﾏｷ うるま市 0:49:471517 32339 田場　喜子 ﾀﾊﾞ ｷｺ うるま市 0:49:481518 32612 田里　みきえ ﾀｻﾄ ﾐｷｴ 沖縄市 0:49:491519 32804 山内　直美 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾐ うるま市 0:49:501520 33340 上江洲　久美子 ｳｴｽﾞ ｸﾐｺ うるま市 0:49:511521 31258 又吉　にさ ﾏﾀﾖｼ ﾆｻ うるま市 0:49:541522 31695 比嘉　琉華 ﾋｶﾞ ﾙｶ うるま市 0:49:551523 31684 比嘉　智子 ﾋｶﾞ ﾄﾓｺ うるま市 0:49:551524 32801 中村　きい ﾅｶﾑﾗ ｷｲ 名護市 0:49:551525 32800 中村　こずえ ﾅｶﾑﾗ ｺｽﾞｴ 名護市 0:49:551526 31609 金城　利津子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾂｺ 沖縄市 0:49:561527 33083 長嶺　亜紀子 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｷｺ 那覇市 0:49:561528 33085 長嶺　美亜 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｱ 那覇市 0:49:581529 32794 西平　由香 ﾆｼﾋﾗ ﾕｶ うるま市 0:49:581530 33285 平良　ふわり ﾀｲﾗ ﾌﾜﾘ うるま市 0:49:58※制限時間内のみを表示


