
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 131 花田　まり ﾊﾅﾀﾞ ﾏﾘ 那覇市 1:25:072 198 東江　那津 ｱｶﾞﾘｴ ﾅﾂ 西原町 1:30:413 252 池原　綾乃 ｲｹﾊﾗ ｱﾔﾉ 浦添市 1:31:024 7 目黒　真奈美 ﾒｸﾞﾛ ﾏﾅﾐ 那覇市 1:33:595 6 嶋田　いき ｼﾏﾀﾞ ｲｷ 浦添市 1:36:586 378 喜舎場　梨枝 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｴ 中城村 1:40:287 405 玉城　久美子 ﾀﾏｼﾛ ｸﾐｺ 北中城村 1:43:338 491 諸見里　綾 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｱﾔ 南風原町 1:43:359 255 平良　美友貴 ﾀｲﾗ ﾐﾕｷ 那覇市 1:45:0210 9 齋藤　みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 岩手県 1:45:1411 646 原　深雪 ﾊﾗ ﾐﾕｷ 那覇市 1:45:3512 605 根間　和子 ﾈﾏ ｶｽﾞｺ 浦添市 1:45:4913 344 大友　里恵 ｵｵﾄﾓ ﾘｴ 東京都 1:47:5614 919 西銘　典子 ﾆｼﾒ ﾉﾘｺ 那覇市 1:49:4315 2072 奥井　智菜美 ｵｸｲ ﾁﾅﾐ 読谷村 1:49:4816 635 豊里　麗子 ﾄﾖｻﾄ ﾚｲｺ 那覇市 1:51:1617 945 金城　文子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 名護市 1:52:1018 840 宮平　美奈都 ﾐﾔﾋﾗ ﾐﾅﾄ 読谷村 1:52:4919 269 Leque E Kathryn Leque E Kathryn 外国人 1:53:1220 836 渡辺　美智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 浦添市 1:53:1821 622 永田　千恵 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ 那覇市 1:53:2622 409 根間　恵美 ﾈﾏ ｴﾐ 浦添市 1:54:0723 800 下地　信子 ｼﾓｼﾞ ﾉﾌﾞｺ 那覇市 1:54:2924 1478 上井　康子 ｳｴｲ ﾔｽｺ 兵庫県 1:54:3625 505 Latchaw Elizabeth Kelsey Latchaw Elizabeth Kelsey 外国人 1:55:0626 329 砂川　めぐみ ｽﾅｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 1:55:2327 904 長弘　めぐみ ﾅｶﾞﾋﾛ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 1:56:4928 511 伊東　信子 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｺ うるま市 1:57:0829 1056 Mendiola Maribel Mendiola Maribel 外国人 1:57:3130 136 Johnson Ann Taffie Johnson Ann Taffie 外国人 1:58:0031 603 上原　奈津子 ｳｴﾊﾗ ﾅﾂｺ 糸満市 1:58:0832 379 赤嶺　あけみ ｱｶﾐﾈ ｱｹﾐ うるま市 1:58:1033 1665 上地　政江 ｳｴﾁ ﾏｻｴ 嘉手納町 1:58:2534 2109 幸地　康枝 ｺｳﾁ ﾔｽｴ 名護市 1:58:4235 956 座安　美佐子 ｻﾞﾔｽ ﾐｻｺ 糸満市 1:58:4536 2174 名嘉山　ﾏﾘ子 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘｺ うるま市 1:59:0137 525 多田　千恵子 ﾀﾀﾞ ﾁｴｺ 千葉県 1:59:2338 291 嘉手川　千夏 ｶﾃﾞｶﾜ ﾁﾅﾂ 八重瀬町 1:59:3139 2464 Frankovic Marie Adah Frankovic Marie Adah 外国人 1:59:4940 643 真喜志　苗子 ﾏｷｼ ﾅｴｺ 嘉手納町 2:01:0941 942 糸数　ゆかり ｲﾄｶｽﾞ ﾕｶﾘ 浦添市 2:01:1442 1065 黒岩　節子 ｸﾛｲﾜ ｾﾂｺ 神奈川県 2:01:1743 769 Barbo Allison Barbo Allison 外国人 2:01:3244 884 島袋　香 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｵﾘ 浦添市 2:01:5545 1003 外間　牧乃 ﾎｶﾏ ﾏｷﾉ 南風原町 2:02:5446 1150 平沢　裕美 ﾋﾗｻﾜ ﾕﾐ 沖縄市 2:03:2847 1119 田里　李奈 ﾀｻﾄ ﾘﾅ 南風原町 2:03:3848 1058 中島　利加子 ﾅｶｼﾏ ﾘｶｺ 那覇市 2:03:5849 498 Tamara Webb Tamara Webb 外国人 2:04:5750 656 佐々木　すみれ ｻｻｷ ｽﾐﾚ 那覇市 2:05:0251 747 辻田　恭子 ﾂｼﾞﾀ ｷｮｳｺ 大阪府 2:05:5052 889 新垣　美津子 ｱﾗｶｷ ﾐﾂｺ うるま市 2:05:5953 838 仲地　千佳 ﾅｶﾁ ﾁｶ 沖縄市 2:06:1654 771 知念　未輪子 ﾁﾈﾝ ﾐﾜｺ 八重瀬町 2:06:3155 827 上地　里紅花 ｳｴﾁ ﾘﾍﾞｶ 浦添市 2:06:3456 346 Stahl Nesly Stahl Nesly 外国人 2:06:4357 1751 佐藤　博美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 那覇市 2:07:0158 1017 水野　みやび ﾐｽﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ 愛知県 2:07:2559 982 大塚　優子 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺ 那覇市 2:07:2760 2066 大石　尚美 ｵｵｲｼ ﾅｵﾐ 京都府 2:07:3761 864 比嘉　綾乃 ﾋｶﾞ ｱﾔﾉ 名護市 2:07:5662 1122 池宮城　知子 ｲｹﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｺ 沖縄市 2:07:57
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ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/763 933 津波　めぐみ ﾂﾊ ﾒｸﾞﾐ 北中城村 2:08:1664 1080 宮里　晴海 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾊﾙﾐ 宜野湾市 2:08:4165 659 花田　智子 ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓｺ 静岡県 2:09:1466 1733 佐藤　礼子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 西原町 2:09:2567 979 入江　桂子 ｲﾘｴ ｹｲｺ 那覇市 2:09:3868 545 国吉　春香 ｸﾆﾖｼ ﾊﾙｶ 沖縄市 2:10:5369 1957 澤岻　千遥 ﾀｸｼ ﾁﾊﾙ 宜野湾市 2:10:5670 1956 城間　奈緒 ｼﾛﾏ ﾅｵ 浦添市 2:10:5671 1201 末吉　翠 ｽｴﾖｼ ﾐﾄﾞﾘ 那覇市 2:11:0772 2437 平田　晶子 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺ 那覇市 2:11:1273 1900 上田　小百合 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ 那覇市 2:11:2474 1688 山城　早弥香 ﾔﾏｼﾛ ｻﾔｶ 北谷町 2:11:3775 1458 McLaughlin Lillian McLaughlin Lillian 外国人 2:11:5876 2148 伊芸　奈津子 ｲｹﾞｲ ﾅﾂｺ うるま市 2:11:5877 1480 野瀬　佑佳梨 ﾉｾ ﾕｶﾘ うるま市 2:12:0778 2128 Kenderdine Kate Kenderdine Kate 外国人 2:12:3179 1545 Wilmot Erin Wilmot Erin 外国人 2:12:3180 946 新垣　貴野 ｼﾝｶﾞｷ ﾀｶﾉ 糸満市 2:12:5781 514 加藤　明子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 那覇市 2:13:2682 987 藤山　瞳 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 中城村 2:13:4783 721 仲田　美奈子 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾅｺ 読谷村 2:13:5884 908 神戸　奈津子 ｺﾞｳﾄﾞ ﾅﾂｺ 愛知県 2:15:2685 1667 古川　亜希子 ﾌﾙｶﾜ ｱｷｺ 北中城村 2:15:3786 1428 与那覇　ﾖｼ子 ﾖﾅﾊ ﾖｼｺ 浦添市 2:15:4787 2023 坂梨　仁美 ｻｶﾅｼ ﾋﾄﾐ 那覇市 2:15:5088 614 仲村　のり子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ うるま市 2:16:0589 890 島袋　さくら ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻｸﾗ 本部町 2:16:1590 708 山内　真知子 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾁｺ 那覇市 2:16:2891 1355 月岡　祥恵 ﾂｷｵｶ ｻﾁｴ 南風原町 2:16:4492 1087 金城　聡子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｺ 那覇市 2:16:4793 848 中住　朋代 ﾅｶｽﾞﾐ ﾄﾓﾖ 兵庫県 2:16:4794 1793 玉城　杏奈 ﾀﾏｼﾛ ｱﾝﾅ 嘉手納町 2:16:5795 1316 新垣　聡子 ｼﾝｶﾞｷ ｻﾄｺ 沖縄市 2:17:0096 1486 知花　里美 ﾁﾊﾞﾅ ｻﾄﾐ 読谷村 2:17:0097 871 友杉　樹姫 ﾄﾓｽｷﾞ ｲﾂｷ うるま市 2:17:0798 1383 平良　みさき ﾀｲﾗ ﾐｻｷ 浦添市 2:17:1099 2309 宮里　ほのか ﾐﾔｻﾞﾄ ﾎﾉｶ 名護市 2:17:14100 1037 平良　ちひろ ﾀｲﾗ ﾁﾋﾛ 那覇市 2:17:40101 1928 崎浜　里沙子 ｻｷﾊﾏ ﾘｻｺ 西原町 2:17:46102 1921 与那嶺　翔子 ﾖﾅﾐﾈ ｼｮｳｺ うるま市 2:17:50103 1020 大村　市子 ｵｵﾑﾗ ｲﾁｺ 大阪府 2:18:28104 1648 小渡　弘子 ｵﾄﾞ ﾋﾛｺ 沖縄市 2:18:33105 1871 德山　和香奈 ﾄｸﾔﾏ ﾜｶﾅ 沖縄市 2:18:38106 1624 比嘉　浩子 ﾋｶﾞ ﾋﾛｺ 沖縄市 2:18:40107 1698 喜屋武　まゆみ ｷｬﾝ ﾏﾕﾐ 沖縄市 2:18:49108 1567 武富　陽香 ﾀｹﾄﾐ ﾋﾛｶ 宜野湾市 2:18:55109 1076 井手　あゆみ ｲﾃﾞ ｱﾕﾐ 那覇市 2:19:23110 1325 山城　愛 ﾔﾏｼﾛ ｱｲ 那覇市 2:19:26111 2005 野村　洋子 ﾉﾑﾗ ﾖｳｺ 糸満市 2:20:11112 1391 Trujillo Gabriela Trujillo Gabriela 外国人 2:20:17113 826 大城　美幸 ｵｵｼﾛ ﾐﾕｷ 八重瀬町 2:20:23114 1555 羽賀　亜矢子 ﾊｶﾞ ｱﾔｺ 浦添市 2:20:29115 2791 仲尾　陵香 ﾅｶｵ ﾘｮｳｶ うるま市 2:20:38116 1685 安里　陽子 ｱｻﾄ ﾖｳｺ うるま市 2:20:38117 1436 竹島　佳津美 ﾀｹｼﾏ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 2:20:48118 1715 又吉　香織 ﾏﾀﾖｼ ｶｵﾘ 那覇市 2:20:49119 2034 新垣　利沙 ｱﾗｶｷ ﾘｻ 沖縄市 2:21:17120 1824 Jones Marie Fawn Jones Marie Fawn 外国人 2:21:51121 2165 Jacqueline Clemente Jacqueline Clemente 沖縄市 2:21:52122 2295 仲里　若菜 ﾅｶｻﾞﾄ ﾜｶﾅ 南風原町 2:21:55123 2263 Walton Marie Candice Walton Marie Candice 外国人 2:22:05124 3224 石川　沙弥 ｲｼｶﾜ ｻﾔ うるま市 2:22:06



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7125 1782 金子　智美 ｶﾈｺ ﾄﾓﾐ 東京都 2:22:09126 2940 徳嶺　優香 ﾄｸﾐﾈ ﾕｳｶ 西原町 2:22:11127 1958 黒木　実佳 ｸﾛｷ ﾐｶ 宜野湾市 2:22:31128 1541 堀越　圭子 ﾎﾘｺｼ ｹｲｺ 千葉県 2:22:38129 1742 伊禮　勝乃 ｲﾚｲ ｶﾂﾉ 沖縄市 2:22:55130 844 宮城　智子 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｺ 那覇市 2:23:34131 916 伊計　典美 ｲｹｲ ﾉﾘﾐ 那覇市 2:23:42132 1442 山田　まりえ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｴ うるま市 2:23:48133 1676 佐々木　麻美 ｻｻｷ ﾏﾐ 南城市 2:23:53134 1340 平良　ちさと ﾀｲﾗ ﾁｻﾄ 沖縄市 2:23:56135 866 金城　勝美 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾂﾐ うるま市 2:24:17136 2442 赤峯　真樹子 ｱｶﾐﾈ ﾏｷｺ 那覇市 2:24:24137 2409 植田　正恵 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｴ 本部町 2:24:33138 2067 徳枡　幸子 ﾄｸﾏｽ ｻﾁｺ 那覇市 2:24:34139 3005 坂田　美紀 ｻｶﾀ ﾐｷ 那覇市 2:24:40140 1537 垣花　紀子 ｶｷﾉﾊﾅ ﾉﾘｺ 那覇市 2:24:56141 1895 照屋　なつ ﾃﾙﾔ ﾅﾂ 那覇市 2:24:56142 1820 田里　美和 ﾀｻﾄ ﾐﾜ 浦添市 2:25:07143 2161 加藤　さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 愛知県 2:25:08144 2570 知念　サユリ ﾁﾈﾝ ｻﾕﾘ うるま市 2:25:21145 1840 平良　美幸 ﾀｲﾗ ﾐﾕｷ 久米島町 2:25:25146 1334 渡慶次　彩 ﾄｹｼ ｱﾔ 那覇市 2:25:46147 3210 宇田川　智美 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ うるま市 2:25:48148 1686 平良　律子 ﾀｲﾗ ﾘﾂｺ 八重瀬町 2:25:54149 3071 小谷　絵里奈 ｺﾀﾆ ｴﾘﾅ 那覇市 2:25:57150 1730 金城　明子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷｺ 浦添市 2:26:05151 2628 ｱﾝﾎﾟﾝｸﾞ ｸｳﾚｲｱﾛﾊ ｱﾝﾎﾟﾝｸﾞ ｸｳﾚｲｱﾛﾊ 嘉手納町 2:26:20152 2156 谷口　芳恵 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｴ 那覇市 2:27:07153 1962 Viotti i Kim Viotti i Kim 外国人 2:27:08154 1366 備瀬　藍子 ﾋﾞｾ ｱｲｺ 那覇市 2:27:10155 3106 大城　可奈 ｵｵｼﾛ ｶﾅ 浦添市 2:27:15156 1315 内田　陽子 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 2:27:24157 1721 上地　利恵子 ｳｴﾁ ﾘｴｺ 本部町 2:27:25158 1912 大村　典子 ｵｵﾑﾗ ﾉﾘｺ 静岡県 2:27:32159 1084 五十嵐　彩理 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾘ 東京都 2:27:36160 1351 池間　理知子 ｲｹﾏ ﾘﾁｺ 中城村 2:27:50161 1703 平田　敦子 ﾋﾗﾀ ｱﾂｺ 浦添市 2:27:51162 1013 宮良　祐子 ﾐﾔﾗ ﾕｳｺ 糸満市 2:27:54163 1894 藤本　由華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｶ 那覇市 2:27:56164 2212 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 東京都 2:28:11165 2353 山川　智恵美 ﾔﾏｶﾜ ﾁｴﾐ 那覇市 2:28:25166 1258 金城　さよ子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾖｺ 浦添市 2:28:30167 1524 大見謝　五月 ｵｵﾐｼﾞｬ ｻﾂｷ 那覇市 2:28:41168 2653 飯田　実紀 ｲｲﾀﾞ ﾐｷ 神奈川県 2:28:42169 1303 西村　和音 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾈ 沖縄市 2:28:56170 2045 冨里　和美 ﾌｻﾄ ｶｽﾞﾐ 那覇市 2:29:01171 2101 南部　美幸 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾕｷ 宜野湾市 2:29:09172 1487 當真　陽子 ﾄｳﾏ ﾖｳｺ 宜野湾市 2:29:12173 2787 内藤　さつき ﾅｲﾄｳ ｻﾂｷ 北中城村 2:29:26174 2513 稲田　果林 ｲﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ 金武町 2:29:44175 1319 尾籠　早妃 ｵｺﾞﾓﾘ ｻｷ 那覇市 2:29:54176 1142 後藤　さやか ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 糸満市 2:30:05177 870 佐藤　彰子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 宮城県 2:30:12178 2188 藤原　文枝 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｴ 大阪府 2:30:15179 1646 池原　美江 ｲｹﾊﾗ ﾐｴ 読谷村 2:30:21180 1168 宮川　貴子 ﾐﾔｶﾜ ﾀｶｺ 北中城村 2:30:23181 3226 定野　佑海 ｻﾀﾞﾉ ﾕｳﾐ うるま市 2:30:27182 3017 比屋根　郁海 ﾋﾔﾈ ｲｸﾐ うるま市 2:30:27183 1481 嘉陽田　真弓美 ｶﾖｳﾀﾞ ﾏﾕﾐ 北谷町 2:30:37184 2604 幸地　彩乃 ｺｳﾁ ｱﾔﾉ うるま市 2:30:37185 2297 比嘉　禮子 ﾋｶﾞ ﾚｲｺ 那覇市 2:30:38186 1094 普久原　綾乃 ﾌｸﾊﾗ ｱﾔﾉ 那覇市 2:30:53



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7187 1338 山田　真理 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘ 浦添市 2:31:05188 1581 金城　圭良 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹｲﾗ うるま市 2:31:08189 1873 大田　つや子 ｵｵﾀ ﾂﾔｺ 豊見城市 2:31:10190 2568 玉城　逸美 ﾀﾏｷ ｲﾂﾐ 那覇市 2:31:19191 1358 平良　章子 ﾀｲﾗ ｼｮｳｺ 那覇市 2:31:44192 1874 砂川　幸美 ｽﾅｶﾞﾜ ｻﾁﾐ 那覇市 2:31:55193 1435 鎌田　達子 ｶﾏﾀ ﾀﾂｺ 埼玉県 2:32:01194 1772 杉田　弓衣 ｽｷﾞﾀ ﾕｲ 豊見城市 2:32:07195 1700 赤澤　詩音 ｱｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 宜野湾市 2:32:14196 1508 武田　英子 ﾀｹﾀﾞ ｴｲｺ 和歌山県 2:32:17197 2035 山川　えり子 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘｺ 那覇市 2:32:31198 3015 伊波　美智子 ｲﾊ ﾐﾁｺ うるま市 2:32:31199 1999 仲地　奏絵 ﾅｶﾁ ｶﾅｴ 宜野湾市 2:32:39200 2469 池城　杏理 ｲｹｼﾛ ｱﾝﾘ 沖縄市 2:32:43201 2701 新垣　梓 ｱﾗｶｷ ｱｽﾞｻ 北谷町 2:32:43202 2816 我謝　和子 ｶﾞｼﾞｬ ｶｽﾞｺ 那覇市 2:32:49203 1382 又吉　春菜 ﾏﾀﾖｼ ﾊﾙﾅ 浦添市 2:33:02204 1734 進藤　みちか ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｶ 北谷町 2:33:37205 229 米田　由美子 ﾖﾈﾀﾞ ﾕﾐｺ 那覇市 2:33:38206 458 新宅　梢 ｼﾝﾀｸ ｺｽﾞｴ 読谷村 2:33:45207 1808 比嘉　瞳 ﾋｶﾞ ﾋﾄﾐ 浦添市 2:33:45208 1592 Hecox Chizuru Christine Hecox Chizuru Christine 金武町 2:33:48209 2655 三好　典子 ﾐﾖｼ ﾉﾘｺ 広島県 2:33:52210 2210 上原　和代 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾖ 那覇市 2:33:54211 2788 伊與田　春恵 ｲﾖﾀ ﾊﾙｴ 那覇市 2:34:09212 2578 Jessica Merritt Jessica Merritt 外国人 2:34:09213 1631 當山　美穂 ﾄｳﾔﾏ ﾐﾎ 沖縄市 2:34:20214 1527 長嶺　弘美 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾐ 那覇市 2:34:27215 2988 sara vanasse sara vanasse 外国人 2:34:28216 3115 仲田　温 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 那覇市 2:34:33217 2323 Burkhardt M Sarah Burkhardt M Sarah 沖縄市 2:34:36218 2833 儀間　ゆり江 ｷﾞﾏ ﾕﾘｴ 糸満市 2:34:45219 1357 藤澤　望 ﾌｼﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 那覇市 2:34:49220 1856 金城　美智子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ うるま市 2:34:59221 3196 村越　衣里子 ﾑﾗｺｼ ｴﾘｺ 那覇市 2:35:02222 2030 竹原　常子 ﾀｹﾊﾗ ﾂﾈｺ うるま市 2:35:05223 2841 池原　聖子 ｲｹﾊﾗ ｷﾖｺ 与那原町 2:35:12224 2095 東江　民枝 ｱｶﾞﾘｴ ﾀﾐｴ 那覇市 2:35:17225 2850 最上　一香 ﾓｶﾞﾐ ｶｽﾞｶ 沖縄市 2:35:18226 2242 仲宗根　綾子 ﾅｶｿﾈ ｱﾔｺ 豊見城市 2:35:18227 2352 森田　五月 ﾓﾘﾀ ｻﾂｷ 那覇市 2:35:21228 2196 佐山　真由美 ｻﾔﾏ ﾏﾕﾐ 糸満市 2:35:44229 1180 井ﾉ上　典子 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｺ 宜野湾市 2:35:49230 254 Phabmisay NM Lana Phabmisay NM Lana 外国人 2:35:51231 2672 城間　希和乃 ｼﾛﾏ ｷﾜﾉ 那覇市 2:36:18232 1896 新垣　明子 ｱﾗｶｷ ｱｷｺ 那覇市 2:36:39233 2139 屋良　利枝 ﾔﾗ ﾘｴ 南風原町 2:37:11234 2308 友利　宏子 ﾄﾓﾘ ﾋﾛｺ 豊見城市 2:37:16235 2138 平野　幸枝 ﾋﾗﾉ ﾕｷｴ 福岡県 2:37:18236 1881 垣花　あゆみ ｶｷﾊﾅ ｱﾕﾐ 豊見城市 2:37:29237 2597 照屋　ちとせ ﾃﾙﾔ ﾁﾄｾ 那覇市 2:37:31238 3227 新垣　由以子 ｱﾗｶｷ ﾕｲｺ うるま市 2:37:32239 1658 渡辺　亜里香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｶ うるま市 2:37:36240 2975 栗田　幹子 ｸﾘﾀ ﾐｷｺ 千葉県 2:37:40241 3240 玉城　麻乃 ﾀﾏｷ ｱｻﾉ 沖縄市 2:37:43242 2678 新垣　久美子 ｱﾗｶｷ ｸﾐｺ 那覇市 2:37:45243 1905 金城　香 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 宜野湾市 2:37:53244 1858 照屋　美香子 ﾃﾙﾔ ﾐｶｺ 那覇市 2:37:55245 3254 神谷　優希 ｶﾐﾔ ﾕｷ 嘉手納町 2:37:58246 2479 志鷹　ちづる ｼﾀｶ ﾁﾂﾞﾙ 埼玉県 2:37:59247 1983 當間　忍 ﾄｳﾏ ｼﾉﾌﾞ 浦添市 2:38:03248 2610 佐々木　菜月 ｻｻｷ ﾅﾂｷ 糸満市 2:38:03



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7249 796 来間　麻琴 ｸﾘﾏ ﾏｺﾄ 那覇市 2:38:18250 1609 菅野　まど香 ｶﾝﾉ ﾏﾄﾞｶ うるま市 2:38:19251 2084 前原　美智子 ﾏｴﾊﾗ ﾐﾁｺ 本部町 2:38:21252 1615 座波　沙耶香 ｻﾞﾊ ｻﾔｶ 浦添市 2:38:23253 1834 外間　かおり ﾎｶﾏ ｶｵﾘ 那覇市 2:38:27254 3116 玉城　里英 ﾀﾏｷ ﾘｴ 那覇市 2:38:35255 2813 本木　美佐子 ﾓﾄｷ ﾐｻｺ 那覇市 2:38:42256 2592 平良　優圭 ﾀｲﾗ ﾕｶ 久米島町 2:38:42257 1819 與那覇　梨佳 ﾖﾅﾊ ﾘｶ 浦添市 2:38:52258 1390 山城　美紗 ﾔﾏｼﾛ ﾐｻ 浦添市 2:39:10259 1093 新垣　恵 ｱﾗｶｷ ﾒｸﾞﾐ 八重瀬町 2:39:12260 1645 浅沼　遥香 ｱｻﾇﾏ ﾊﾙｶ 那覇市 2:39:14261 2500 國吉　和歌子 ｸﾆﾖｼ ﾜｶｺ 那覇市 2:39:17262 1324 金城　かおり ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 那覇市 2:39:18263 2447 宮城　睦月 ﾐﾔｷﾞ ﾑﾂｷ 浦添市 2:39:31264 2639 Northern Kristen Amanda Northern Kristen Amanda 外国人 2:39:37265 2838 田代　莉沙 ﾀｼﾛ ﾘｻ 那覇市 2:39:40266 1155 宮平　綾乃 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾔﾉ 沖縄市 2:39:42267 2843 喜久山　夢乃 ｷｸﾔﾏ ﾕﾒﾉ 沖縄市 2:39:42268 1629 砂川　綾乃 ｽﾅｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 南風原町 2:39:54269 781 川平　利江子 ｶﾜﾋﾗ ﾘｴｺ うるま市 2:39:57270 2365 大城　萌子 ｵｵｼﾛ ﾓｴｺ 浦添市 2:40:03271 1888 島袋　茜 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｶﾈ 名護市 2:40:15272 2002 渡慶次　典子 ﾄｹｼ ﾉﾘｺ 那覇市 2:40:42273 1339 池野　愛美 ｲｹﾉ ﾏﾅﾐ 浦添市 2:40:46274 3217 宮里　莉央 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾘｵ 八重瀬町 2:40:51275 914 又吉　玲奈 ﾏﾀﾖｼ ﾚﾅ 浦添市 2:40:51276 1283 吉川　格恵 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｴ 宜野湾市 2:41:02277 2664 時田　祥乃 ﾄｷﾀ ｼｮｳﾉ 北中城村 2:41:02278 2740 髙橋　直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 那覇市 2:41:03279 2085 比嘉　和子 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｺ 名護市 2:41:23280 2831 嘉手苅　幸枝 ｶﾃﾞｶﾙ ﾕｷｴ 沖縄市 2:41:36281 2571 豊里　さより ﾄﾖｻﾞﾄ ｻﾖﾘ 沖縄市 2:41:43282 3205 Chason Christine Candice Chason Christine Candice 外国人 2:41:48283 2530 満名　美早 ﾏﾝﾅ ﾐｻ 宜野湾市 2:41:49284 1069 国吉　奈津美 ｸﾆﾖｼ ﾅﾂﾐ 南城市 2:42:02285 2794 永山　里奈 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾅ 沖縄市 2:42:03286 2904 宜野座　美和 ｷﾞﾉｻﾞ ﾐﾜ 中城村 2:42:03287 1546 宮本　恋音 ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾉ 那覇市 2:42:09288 2939 大田　美和 ｵｵﾀ ﾐﾜ 八重瀬町 2:42:14289 2181 佐藤　優香 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 宮城県 2:42:27290 2143 杉山　ゆみ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾐ 岡山県 2:42:31291 2126 熊野　静香 ｸﾏﾉ ｼｽﾞｶ 東京都 2:42:35292 1467 山城　若菜 ﾔﾏｼﾛ ﾜｶﾅ 宜野湾市 2:42:44293 2593 平良　優衣 ﾀｲﾗ ﾕｲ 久米島町 2:42:45294 787 松島　直美 ﾏﾂｼﾏ ﾅｵﾐ 浦添市 2:42:46295 3018 友利　美咲 ﾄﾓﾘ ﾐｻｷ 宜野湾市 2:42:49296 2419 富島　裕香里 ﾄﾐｼﾏ ﾕｶﾘ 沖縄市 2:42:52297 1143 宜志　綾子 ｷﾞｼ ｱﾔｺ うるま市 2:43:05298 1549 安和　ゆりえ ｱﾜ ﾕﾘｴ 沖縄市 2:43:08299 2094 上江洲　恭子 ｳｴｽﾞ ｷｮｳｺ 中城村 2:43:15300 2783 谷　さとみ ﾀﾆ ｻﾄﾐ うるま市 2:43:18301 2282 長谷川　保子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽｺ 新潟県 2:43:19302 1059 齋藤　康子 ｻｲﾄｳ ﾔｽｺ 栃木県 2:43:39303 424 山根　達美 ﾔﾏﾈ ﾀﾂﾐ うるま市 2:43:39304 2477 小林　幸恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 那覇市 2:43:41305 1068 菊地　萌子 ｷｸﾁ ﾓｴｺ 那覇市 2:43:42306 2527 金城　瑞希 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 豊見城市 2:43:42307 2957 比嘉　千智 ﾋｶﾞ ﾁｻﾄ 名護市 2:43:45308 2503 當山　麗 ﾄｳﾔﾏ ﾚｲ 北谷町 2:43:45309 1601 山城　嘉奈子 ﾔﾏｼﾛ ｶﾅｺ 那覇市 2:43:53310 1841 桃原　かおり ﾄｳﾊﾞﾙ ｶｵﾘ 南風原町 2:43:53



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7311 1504 重松　幹子 ｼｹﾞﾏﾂ ﾐｷｺ 福岡県 2:44:06312 1462 冨着　美月 ﾌﾁｬｸ ﾐﾂｷ 読谷村 2:44:10313 2727 関之山　亜澄 ｾｷﾉﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 読谷村 2:44:11314 2645 前田　春奈 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 宜野湾市 2:44:27315 799 原田　弥生 ﾊﾗﾀﾞ ﾔﾖｲ 東京都 2:44:29316 1565 おがわ　まりこ ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｺ うるま市 2:44:30317 2851 知念　まり子 ﾁﾈﾝ ﾏﾘｺ 南城市 2:44:30318 2666 金城　睦子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾑﾂｺ 沖縄市 2:44:31319 1484 大城　麻稀 ｵｵｼﾛ ﾏｷ うるま市 2:44:46320 2862 瑞慶覧　優香 ｽﾞｹﾗﾝ ﾕｳｶ 沖縄市 2:44:52321 1752 崎山　薫 ｻｷﾔﾏ ｶｵﾙ 那覇市 2:45:01322 2700 國頭　祥子 ｸﾆｶﾞﾐ ｼｮｳｺ 浦添市 2:45:09323 1557 田中　真穂 ﾀﾅｶ ﾏﾎ 東京都 2:45:11324 2752 大久保　百絵 ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴ 宜野湾市 2:45:16325 1429 藤井　幸子 ﾌｼﾞｲ ｻﾁｺ 本部町 2:45:19326 1996 阿保　真由美 ｱﾎﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 2:45:23327 1092 上原　弥生 ｳｴﾊﾗ ﾔﾖｲ 八重瀬町 2:45:29328 2591 棚原　未来 ﾀﾅﾊﾗ ﾐｷ 宜野湾市 2:45:32329 2785 長田　安紀佳 ﾅｶﾞﾀ ｱｷｶ 宜野湾市 2:45:35330 1430 小川　由佳 ｵｶﾞﾜ ﾕｶ 東京都 2:45:51331 2832 比嘉　利佳 ﾋｶﾞ ﾘｶ 那覇市 2:45:52332 1019 一安　久代 ｲﾁﾔｽ ﾋｻﾖ 岡山県 2:45:54333 1134 太田　咲希 ｵｵﾀ ｻｷ 那覇市 2:46:06334 2564 榎本　舞奈 ｴﾉﾓﾄ ﾏｲﾅ 浦添市 2:46:26335 1850 具志堅　真由美 ｸﾞｼｹﾝ ﾏﾕﾐ 那覇市 2:46:26336 2213 久貝　舞 ｸｶﾞｲ ﾏｲ 那覇市 2:46:40337 2744 波平　祥子 ﾅﾐﾋﾗ ｼｮｳｺ 宜野湾市 2:46:43338 2845 亀田　亜希 ｶﾒﾀﾞ ｱｷ 那覇市 2:46:53339 2586 新垣　政枝 ｱﾗｶｷ ﾏｻｴ 那覇市 2:46:56340 3175 比嘉　麻乃 ﾋｶﾞ ｱｻﾉ 沖縄市 2:46:57341 2871 Hamamura Brenda ﾊﾏﾑﾗ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ 嘉手納町 2:47:05342 2947 當間　勇子 ﾄｳﾏ ﾕｳｺ 那覇市 2:47:10343 2019 伊藤　美奈子 ｲﾄｳ ﾐﾅｺ 沖縄市 2:47:10344 3218 金城　愛莉 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｲﾘ 豊見城市 2:47:21345 250 三好　綾 ﾐﾖｼ ｱﾔ 浦添市 2:47:21346 2102 高本　麻利亜 ﾀｶﾓﾄ ﾏﾘｱ 北中城村 2:47:23347 2914 上地　奈津紀 ｳｴﾁ ﾅﾂｷ 沖縄市 2:47:24348 2000 赤嶺　さくら ｱｶﾐﾈ ｻｸﾗ 那覇市 2:47:32349 1765 池原　梨枝 ｲｹﾊﾗ ﾘｴ うるま市 2:47:46350 2708 眞榮里　明子 ﾏｴｻﾞﾄ ｱｷｺ うるま市 2:47:49351 1833 Dorothy Inoa ﾄﾞﾛｼｰ inoa 外国人 2:47:55352 2576 砂川　幸往 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｷｶ 沖縄市 2:48:00353 2613 知念　成名美 ﾁﾈﾝ ｾﾅﾐ 北中城村 2:48:00354 1717 津波古　智美 ﾂﾊｺ ﾄﾓﾐ 糸満市 2:48:01355 2861 大里　亜美 ｵｵｻﾞﾄ ﾂｸﾞﾐ うるま市 2:48:05356 1105 當山　沙也加 ﾄｳﾔﾏ ｻﾔｶ 読谷村 2:48:06357 2894 Katie Johnson Katie Johnson 北中城村 2:48:06358 2913 Lopez Joy Jessica Lopez Joy Jessica 外国人 2:48:10359 2364 當間　友里 ﾄｳﾏ ﾕﾘ 浦添市 2:48:11360 2090 幸地　由希 ｺｳﾁ ﾕｳｷ 与那原町 2:48:17361 2651 宮里　志律子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼﾂﾞｺ 沖縄市 2:48:20362 2828 金城　奈津希 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ うるま市 2:48:33363 2055 市村　理奈 ｲﾁﾑﾗ ﾘﾅ 沖縄市 2:48:36364 2235 新浜　千穂 ｼﾝﾊﾏ ﾁﾎ 読谷村 2:48:39365 3263 新山　陽子 ﾆｲﾔﾏ ﾖｳｺ 那覇市 2:48:39366 1823 名嘉　さゆり ﾅｶ ｻﾕﾘ 嘉手納町 2:48:41367 1821 安次嶺　莉華 ｱｼﾐﾈ ﾘｶ うるま市 2:48:41368 1639 喜友名　美樹 ｷﾕｳﾅ ﾐｷ 宜野湾市 2:48:48369 2649 南部　敦子 ﾅﾝﾌﾞ ｱﾂｺ 那覇市 2:48:48370 2626 東江　きよの ｱｶﾞﾘｴ ｷﾖﾉ 西原町 2:48:49371 1987 吉岡　由真 ﾖｼｵｶ ﾕﾏ 糸満市 2:48:52372 2826 上原　千枝 ｳｴﾊﾗ ﾁｴ 那覇市 2:49:06



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

ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（女子着順）2019/4/7373 1971 Giese Marie Abigail Giese Marie Abigail うるま市 2:49:17374 1692 新垣　佑希乃 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾉ 沖縄市 2:49:30375 2588 山根　咲笑 ﾔﾏﾈ ｻｴ うるま市 2:49:36376 2594 山根　夕璃 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾘ うるま市 2:49:36377 2191 仲本　江菜 ﾅｶﾓﾄ ｴﾅ 那覇市 2:49:40378 3177 福三田　百奈 ﾌｸﾐﾀ ﾘﾅ 大阪府 2:49:41379 2782 仲程　優紀 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾕｷ 那覇市 2:49:44380 2490 山中　愛美 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾅﾐ 沖縄市 2:49:46381 2160 西岡　良恵 ﾆｼｵｶ ﾖｼｴ 読谷村 2:49:50382 2749 大城　麗美 ｵｵｼﾛ ﾚｲﾐ 南風原町 2:49:57※制限時間内のみを表示


