
 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1 10335 鶴岡　亜紗実 ﾂﾙｵｶ ｱｻﾐ 名護市 0:46:352 10015 喜舎場　梨枝 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｴ 中城村 0:48:213 10298 山城　杏奈 ﾔﾏｼﾛ ｱﾝﾅ 恩納村 0:49:464 10762 山崎　穏世 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾖ 竹富町 0:51:245 10738 渡辺　麻美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 竹富町 0:52:406 10338 菊地　トヨ子 ｷｸﾁ ﾄﾖｺ 浦添市 0:53:567 10302 新垣　結佳 ｱﾗｶｷ ﾕｲｶ うるま市 0:54:068 10378 座間味　淳子 ｻﾞﾏﾐ ｼﾞｭﾝｺ 浦添市 0:56:239 10066 上運天　愛球 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾒｸﾞ 読谷村 0:56:2810 10112 照屋　みなみ ﾃﾙﾔ ﾐﾅﾐ 沖縄市 0:56:3811 10291 安里　朋奈美 ｱｻﾄ ﾎﾅﾐ うるま市 0:56:4612 10742 齋藤　麻実 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ 沖縄市 0:56:5213 10605 辻　和歌子 ﾂｼﾞ ﾜｶｺ 沖縄市 0:57:2614 10559 中垣　洋子 ﾅｶｶﾞｷ ﾖｳｺ 那覇市 0:57:3115 10292 安村　柚希 ﾔｽﾑﾗ ﾕｽﾞｷ うるま市 0:57:4116 10704 喜納　千香子 ｷﾅ ﾁｶｺ 沖縄市 0:58:4417 10661 安谷屋　香奈絵 ｱﾀﾞﾆﾔ ｶﾅｴ 南風原町 0:59:0318 10817 宮平　美夢 ﾐﾔﾋﾗ ﾐﾕ うるま市 0:59:0719 10320 佐渡山　ゆりか ｻﾄﾞﾔﾏ ﾕﾘｶ 恩納村 0:59:1020 10700 田才　志穂 ﾀｻｲ ｼﾎ うるま市 0:59:1421 10828 堀川　結華 ﾎﾘｶﾜ ﾕｲｶ 糸満市 0:59:2522 10549 山城　真由美 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾕﾐ 金武町 1:00:0423 10552 山川　えり子 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘｺ 那覇市 1:00:2824 10303 大嶺　来夏 ｵｵﾐﾈ ｺﾅﾂ うるま市 1:01:0725 10301 渡久地　明李 ﾄｸﾞﾁ ｱｶﾘ うるま市 1:01:0726 10041 志良堂　幸子 ｼﾗﾄﾞｳ ﾕｷｺ 沖縄市 1:01:1027 10442 宮里　みずき ﾐﾔｻﾞﾄ ﾐｽﾞｷ 沖縄市 1:01:5628 10443 島元　鈴香 ｼﾏﾓﾄ ﾚｲｶ うるま市 1:02:2729 10162 内間　美由紀 ｳﾁﾏ ﾐﾕｷ 沖縄市 1:02:3830 10300 外間　葉月 ﾎｶﾏ ﾊﾂﾞｷ 恩納村 1:03:1031 10236 田辺　遥 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 北中城村 1:03:2132 10517 仲宗根　久美子 ﾅｶｿﾈ ｸﾐｺ 沖縄市 1:03:4533 10155 久林　和美 ﾋｻﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:03:5534 10770 仲里　咲夢 ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ 浦添市 1:03:5835 10663 土居　美由紀 ﾄﾞｲ ﾐﾕｷ 与那原町 1:04:3836 10216 許田　百合香 ｷｮﾀﾞ ﾕﾘｶ 宜野湾市 1:04:5137 10217 徳本　英利子 ﾄｸﾓﾄ ｴﾘｺ 沖縄市 1:05:0538 10253 上間　留美子 ｳｴﾏ ﾙﾐｺ 沖縄市 1:05:0839 10690 藤川　舞 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｲ 沖縄市 1:05:1440 10296 當銘　梨依茜 ﾄｳﾒ ﾘﾘｱ 沖縄市 1:05:3641 10242 河井　弘子 ｶﾜｲ ﾋﾛｺ 沖縄市 1:05:5642 10781 大城　裕美 ｵｵｼﾛ ﾕｳﾐ 沖縄市 1:06:1343 10654 島田　茜 ｼﾏﾀﾞ ｱｶﾈ 大宜味村 1:06:4644 10100 髙吉　トシ子 ﾀｶﾖｼ ﾄｼｺ 沖縄市 1:06:5645 10057 親川　美智子 ｵﾔｶﾜ ﾐﾁｺ 沖縄市 1:06:5846 10358 喜屋武　宏子 ｷｬﾝ ﾋﾛｺ 名護市 1:07:0747 10516 DIANNE LEAVITT dianne leavitt 沖縄市 1:07:1248 10211 末吉　千春 ｽｴﾖｼ ﾁﾊﾙ 沖縄市 1:07:2049 10366 大城　亜希 ｵｵｼﾛ ｱｷ 那覇市 1:07:2550 10592 CUCCA TAMMY cucca tammy 北谷町 1:07:32



 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム51 10591 若松　砂織 ﾜｶﾏﾂ ｻｵﾘ 北谷町 1:07:3252 10136 島袋　米子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖﾈｺ 沖縄市 1:07:3653 10189 酒井　福子 ｻｶｲ ﾌｸｺ 沖縄市 1:07:5054 10629 工藤　奈々 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 那覇市 1:07:5455 10564 金城　洋子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 沖縄市 1:08:0456 10793 仲原　優歌 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｶ 宜野湾市 1:08:1857 10047 渡久地　恵子 ﾄｸﾞﾁ ｹｲｺ 沖縄市 1:08:2758 10455 金城　美鈴 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐｽｽﾞ うるま市 1:08:4759 10389 伊野波　京子 ｲﾉﾊ ｷｮｳｺ 那覇市 1:08:5660 10088 比嘉　増美 ﾋｶﾞ ﾏｽﾐ 名護市 1:08:5861 10450 新垣　妃香莉 ｱﾗｶｷ ﾋｶﾘ うるま市 1:09:1762 10156 多和田　洋子 ﾀﾜﾀ ﾖｳｺ 宜野湾市 1:09:1963 10141 安村　美鈴 ﾔｽﾑﾗ ﾐｽｽﾞ うるま市 1:09:2464 10620 赤嶺　英恵 ｱｶﾐﾈ ﾊﾅｴ 豊見城市 1:09:2665 10045 宮城　真紀子 ﾐﾔｷﾞ ﾏｷｺ 中城村 1:09:3466 10286 島袋　悦子 ｼﾏﾌﾞｸ ｴﾂｺ 沖縄市 1:09:3567 10683 並里　祥乃 ﾅﾐｻﾄ ｼｮｳﾉ 沖縄市 1:09:3768 10342 宮里　可子 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾖﾘｺ 沖縄市 1:09:3969 10642 高安　玲子 ﾀｶﾔｽ ﾚｲｺ 宜野湾市 1:10:2970 10068 上原　なぎさ ｳｴﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 読谷村 1:10:3071 10021 石垣　孝子 ｲｼｶﾞｷ ﾀｶｺ 宜野湾市 1:10:3772 10340 金城　吏加 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ うるま市 1:10:4873 10004 登川　真由美 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾏﾕﾐ 沖縄市 1:10:5474 10308 喜屋武　里緒菜 ｷﾔﾝ ﾘｵﾅ 沖縄市 1:10:5975 10824 比嘉　穂乃香 ﾋｶﾞ ﾎﾉｶ 沖縄市 1:11:0076 10307 喜屋武　李乃 ｷﾔﾝ ﾘﾉ 沖縄市 1:11:0077 10039 伊波　智子 ｲﾊ ﾄﾓｺ うるま市 1:11:0078 10201 我喜屋　友美 ｶﾞｷﾔ ﾕﾐ 那覇市 1:11:0479 10548 許田　英子 ｷｮﾀﾞ ｴｲｺ 那覇市 1:11:0580 10639 糸数　純子 ｲﾄｶｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ 那覇市 1:11:0781 10660 又吉　幸恵 ﾏﾀﾖｼ ﾕｷｴ 沖縄市 1:11:1182 10503 大城　安佐子 ｵｵｼﾛ ｱｻｺ 与那原町 1:11:1483 10771 與座　玲香 ﾖｻﾞ ﾚｲｶ 宜野湾市 1:11:1684 10730 大城　絵美 ｵｵｼﾛ ｴﾐ 那覇市 1:11:2985 10280 比嘉　幸枝 ﾋｶﾞ ｻﾁｴ 沖縄市 1:11:3686 10388 仲宗根　治美 ﾅｶｿﾈ ﾊﾙﾐ 沖縄市 1:11:3687 10016 屋我　裕子 ﾔｶﾞ ﾕｳｺ 宜野湾市 1:11:4388 10502 友利　末子 ﾄﾓﾘ ｽｴｺ 八重瀬町 1:12:0389 10208 前田　美佐子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 八重瀬町 1:12:0590 10007 新川　美希 ｱﾗｶﾜ ﾐｷ 宜野湾市 1:12:1791 10116 金城　和美 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:12:3492 10083 仲村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 浦添市 1:12:3593 10375 渡久地　晶子 ﾄｸﾞﾁ ｼｮｳｺ うるま市 1:12:3894 10554 平安山　愛子 ﾍｲｱﾝｻﾞﾝ ｱｲｺ 沖縄市 1:12:4895 10288 大城　まりん ｵｵｼﾛ ﾏﾘﾝ 那覇市 1:13:0296 10527 仲山　千恵子 ﾅｶﾔﾏ ﾁｴｺ 沖縄市 1:13:0697 10425 大城　綾乃 ｵｵｼﾛ ｱﾔﾉ 沖縄市 1:13:1098 10685 比嘉　梨乃 ﾋｶﾞ ﾘﾉ 宜野湾市 1:13:1599 10604 富田　香 ﾄﾐﾀ ｶｵﾘ 沖縄市 1:13:24100 10381 湧川　朱里 ﾜｸｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 沖縄市 1:13:27



 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム101 10325 平田　香 ﾋﾗﾀ ｶｵﾘ 沖縄市 1:13:41102 10784 森　美月 ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ 沖縄市 1:13:41103 10803 外間　愛鈴 ﾎｶﾏ ｱｲﾘﾝ 沖縄市 1:13:45104 10328 當山　さおり ﾄｳﾔﾏ ｻｵﾘ 読谷村 1:13:45105 10638 照屋　ちはる ﾃﾙﾔ ﾁﾊﾙ 読谷村 1:13:48106 10609 喜屋武　まゆみ ｷｬﾝ ﾏﾕﾐ 沖縄市 1:14:15107 10445 安富祖　綾香 ｱﾌｿ ｱﾔｶ 金武町 1:14:17108 10513 小波本　裕子 ｺﾊﾓﾄ ﾋﾛｺ 石垣市 1:14:25109 10567 瑞慶山　康代 ｽﾞｹﾔﾏ ﾔｽﾖ うるま市 1:14:36110 10213 石川　由子 ｲｼｶﾜ ﾕｳｺ 沖縄市 1:14:38111 10796 櫻田　ひかり ｻｸﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ 宜野湾市 1:14:44112 10462 日名子　小春 ﾋﾅｺﾞ ｺﾊﾙ 沖縄市 1:14:45113 10571 知念　峰子 ﾁﾈﾝ ﾐﾈｺ 中城村 1:14:52114 10225 富盛　亜利沙 ﾄﾐﾓﾘ ｱﾘｻ うるま市 1:14:58115 10640 稲福　千沙 ｲﾅﾌｸ ﾁｻ 沖縄市 1:15:25116 10652 東江　好恵 ｱｶﾞﾘｴ ﾖｼｴ 読谷村 1:15:27117 10246 山根　勝子 ﾔﾏﾈ ｶﾂｺ うるま市 1:15:38118 10002 佐藤　さとみ ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 沖縄市 1:15:38119 10451 川上　奈々 ｶﾜｶﾐ ﾅﾅ うるま市 1:15:47120 10394 泉川　小百合 ｲｽﾞﾐｶﾜ ｻﾕﾘ うるま市 1:15:47121 10321 松田　圭加 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖｶ 読谷村 1:15:56122 10773 宇根　夕貴 ｳﾈ ﾕｳｷ 那覇市 1:16:04123 10405 仲松　香代子 ﾅｶﾏﾂ ｶﾖｺ 中城村 1:16:08124 10204 小橋川　久美子 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｸﾐｺ 那覇市 1:16:11125 10034 名嘉真　幸子 ﾅｶﾏ ｻﾁｺ うるま市 1:16:19126 10099 西本　初美 ﾆｼﾓﾄ ﾊﾂﾐ うるま市 1:16:26127 10258 野里　知子 ﾉｻﾄ ﾄﾓｺ 嘉手納町 1:16:32128 10257 石嶺　弘美 ｲｼﾐﾈ ﾋﾛﾐ 嘉手納町 1:16:32129 10306 山崎　杏 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝ 沖縄市 1:16:34130 10316 糸洲　小雪 ｲﾄｽ ｺﾕｷ 沖縄市 1:16:34131 10678 与儀　亜弥子 ﾖｷﾞ ｱﾔｺ 那覇市 1:16:36132 10636 森　美智代 ﾓﾘ ﾐﾁﾖ 宜野湾市 1:16:40133 10329 池原　幸美 ｲｹﾊﾗ ｻﾁﾐ 読谷村 1:16:41134 10299 塩浜　果楠 ｼｵﾊﾏ ｶﾅﾝ うるま市 1:16:43135 10363 島袋　しのぶ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾉﾌﾞ 読谷村 1:16:43136 10202 山城　あずさ ﾔﾏｼﾛ ｱｽﾞｻ 宜野湾市 1:16:49137 10780 棚原　由莉亜 ﾀﾅﾊﾗ ﾕﾘｱ 浦添市 1:16:55138 10630 藏當　あおい ｸﾗﾄｳ ｱｵｲ うるま市 1:16:57139 10625 我妻　千秋 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾁｱｷ うるま市 1:16:57140 10480 伊保　悦子 ｲﾎ ｴﾂｺ うるま市 1:17:02141 10104 屋冨祖　志乃 ﾔﾌｿ ｼﾉ 浦添市 1:17:12142 10018 波平　由紀子 ﾅﾐﾋﾗ ﾕｷｺ 南風原町 1:17:18143 10456 島袋　優里 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳﾘ 沖縄市 1:17:23144 10144 上原　聖子 ｳｴﾊﾗ ｾｲｺ 豊見城市 1:17:23145 10003 奥間　知美 ｵｸﾏ ﾄﾓﾐ 西原町 1:17:24146 10454 津波　あみ ﾂﾊ ｱﾐ うるま市 1:17:27147 10801 長澤　梨紗子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｻｺ うるま市 1:17:39148 10691 高坂　寛子 ﾀｶｻｶ ﾋﾛｺ 那覇市 1:17:44149 10680 堤　愛紗 ﾂﾂﾐ ｱｲｻ 那覇市 1:17:55150 10224 冨里　睦美 ﾌｻﾄ ﾑﾂﾐ 沖縄市 1:17:56



 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム151 10223 荻堂　里美 ｵｷﾞﾄﾞｳ ｻﾄﾐ 宜野湾市 1:17:56152 10453 比嘉　莉緒菜 ﾋｶﾞ ﾘｵﾅ 読谷村 1:17:59153 10440 神山　久依 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾖﾘ 金武町 1:18:01154 10823 銘苅　育海 ﾒｶﾙ ｲｸﾐ 浦添市 1:18:02155 10418 宮城　春美 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙﾐ 北中城村 1:18:02156 10611 新城　富士乃 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾌｼﾞﾉ 浦添市 1:18:12157 10802 鈴木　かれん ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 那覇市 1:18:13158 10446 前川　円香 ﾏｴｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 金武町 1:18:26159 10444 仲間　沙織 ﾅｶﾏ ｻｵﾘ 金武町 1:18:26160 10231 阿波連　寿子 ｱﾊﾚﾝ ﾋｻｺ うるま市 1:18:26161 10261 川端　智枝 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｴ うるま市 1:18:29162 10262 有馬　のぞみ ｱﾘﾏ ﾉｿﾞﾐ 沖縄市 1:18:29163 10787 小橋川　雅美 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 金武町 1:18:34164 10752 宇根　千亜希 ｳﾈ ﾁｱｷ 那覇市 1:18:36165 10245 石野　雅 ｲｼﾉ ﾐﾔﾋﾞ 沖縄市 1:18:46166 10607 金城　えりか ｷﾝｼﾞｮｳ ｴﾘｶ 沖縄市 1:18:50167 10643 宮城　科 ﾐﾔｷﾞ ﾂﾅ 豊見城市 1:18:53168 10227 澤野　愛子 ｻﾜﾉ ｱｲｺ 沖縄市 1:18:56169 10768 田場　菜月 ﾀﾊﾞ ﾅﾂｷ うるま市 1:18:58170 10271 福地　美穂 ﾌｸﾁ ﾐﾎ 沖縄市 1:18:58171 10193 照屋　千恵 ﾃﾙﾔ ﾁｴ 沖縄市 1:19:02172 10183 天久　亜沙香 ｱﾒｸ ｱｻｶ 沖縄市 1:19:07173 10747 喜久山　香菜子 ｷｸﾔﾏ ｶﾅｺ 沖縄市 1:19:19174 10160 髙橋　成子 ﾀｶﾊｼ ｾｲｺ 中城村 1:19:19175 10726 又吉　汐美 ﾏﾀﾖｼ ｼｵﾐ 那覇市 1:19:19176 10687 久田　悠梨香 ｸﾀﾞ ﾕﾘｶ 宜野湾市 1:19:19177 10467 新垣　スミ子 ｱﾗｶｷ ｽﾐｺ 那覇市 1:19:36178 10587 謝花　一世 ｼﾞｬﾊﾅ ｶｽﾞﾖ 北中城村 1:19:38179 10187 比嘉　せつ子 ﾋｶﾞ ｾﾂｺ 北中城村 1:19:41180 10438 桃原　菜奈 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾅﾅ 恩納村 1:19:48181 10369 比嘉　豊美 ﾋｶﾞ ﾄﾖﾐ 西原町 1:19:53182 10533 仲嶺　美枝子 ﾅｶﾐﾈ ﾐｴｺ 名護市 1:20:17183 10374 桃原　桃子 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾓﾓｺ 恩納村 1:20:28184 10337 平良　むつ子 ﾀｲﾗ ﾑﾂｺ うるま市 1:20:30185 10541 城間　市代 ｼﾛﾏ ｲﾁﾖ 宜野湾市 1:20:35186 10422 山城　瑞姫 ﾔﾏｼﾛ ﾐｽﾞｷ 読谷村 1:20:44187 10315 比嘉　彩音 ﾋｶﾞ ｱﾔﾈ 中城村 1:20:51188 10386 又吉　美香 ﾏﾀﾖｼ ﾐｶ うるま市 1:20:56189 10504 伊計　利江 ｲｹｲ ﾄｼｴ 南風原町 1:21:00190 10721 玉城　ゆうみ ﾀﾏｼﾛ ﾕｳﾐ 那覇市 1:21:02191 10746 我喜屋　なつこ ｶﾞｷﾔ ﾅﾂｺ 沖縄市 1:21:05192 10449 比嘉　桃香 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ うるま市 1:21:15193 10397 金村　真実 ｶﾈﾑﾗ ﾏﾅﾐ 宜野湾市 1:21:15194 10724 豊見山　奈央 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ 浦添市 1:21:20195 10723 小橋川　幹 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾐｷ 浦添市 1:21:25196 10696 大城　祥子 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｺ うるま市 1:21:25197 10570 松原　布美子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｺ 浦添市 1:21:25198 10616 斎藤　有紀 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 東京都 1:21:34199 10786 具志堅　博美 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛﾐ 浦添市 1:21:37200 10120 仲村　純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宜野湾市 1:21:40



 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム201 10313 具志堅　みゆ ｸﾞｼｹﾝ ﾐﾕ 沖縄市 1:21:49202 10421 山城　七海 ﾔﾏｼﾛ ﾅﾅﾐ 読谷村 1:22:01203 10667 中村　育代 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾖ 宜野湾市 1:22:16204 10025 太田　百合子 ｵｵﾀ ﾕﾘｺ 沖縄市 1:22:34205 10439 喜納　小春 ｷﾅ ｺﾊﾙ 沖縄市 1:22:37206 10054 與那城　あさ子 ﾖﾅｼﾛ ｱｻｺ 西原町 1:22:52207 10037 内間　由美子 ｳﾁﾏ ﾕﾐｺ 北谷町 1:23:06208 10119 山城　信子 ﾔﾏｼﾛ ﾉﾌﾞｺ うるま市 1:23:15209 10757 新里　麻希 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｷ うるま市 1:23:30210 10610 松堂　美和子 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾐﾜｺ 宜野湾市 1:23:33211 10220 新里　奈保子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾅｵｺ 那覇市 1:23:50212 10717 徳吉　望 ﾄｸﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 南風原町 1:23:54213 10546 国吉　美智代 ｸﾆﾖｼ ﾐﾁﾖ 沖縄市 1:23:57214 10092 南　悠 ﾐﾅﾐ ﾕｳ 沖縄市 1:23:59215 10196 新垣　ひとみ ｱﾗｶｷ ﾋﾄﾐ 沖縄市 1:24:07216 10719 川上　芙美 ｶﾜｶﾐ ﾌﾐ 恩納村 1:24:16217 10626 角谷　ふみの ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐﾉ うるま市 1:24:26218 10783 玉城　佑華 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｶ 南城市 1:24:41219 10479 知念　百合子 ﾁﾈﾝ ﾕﾘｺ 南城市 1:24:43220 10143 具志堅　ヒロ子 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｺ 沖縄市 1:24:48221 10736 大城　麻希 ｵｵｼﾛ ｱｻｷ 読谷村 1:24:50222 10012 又吉　由美子 ﾏﾀﾖｼ ﾕﾐｺ 読谷村 1:25:26223 10309 徳森　みやび ﾄｸﾓﾘ ﾐﾔﾋﾞ 沖縄市 1:25:27224 10312 知念　琉加 ﾁﾈﾝ ﾙｶ 沖縄市 1:25:28225 10524 金城　由紀美 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾐ 宜野湾市 1:25:37226 10622 伊禮　智子 ｲﾚｲ ﾄﾓｺ 北谷町 1:26:19227 10238 真玉橋　奈奈子 ﾏﾀﾞﾝﾊﾞｼ ﾅﾅｺ うるま市 1:26:37228 10740 知花　祐子 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｺ 沖縄市 1:26:44229 10457 島袋　里佳子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｶｺ 沖縄市 1:26:46230 10531 冨里　勝美 ﾌｻﾄ ｶﾂﾐ 沖縄市 1:26:51231 10804 又吉　瀬李菜 ﾏﾀﾖｼ ｾﾘﾅ 読谷村 1:26:58232 10038 新川　詩織 ｱﾗｶﾜ ｼｵﾘ 沖縄市 1:27:01233 10332 安里　美乃梨 ｱｻﾄ ﾐﾉﾘ 名護市 1:27:34234 10333 奥間　かおり ｵｸﾏ ｶｵﾘ うるま市 1:27:35235 10334 山城　里奈 ﾔﾏｼﾛ ﾘﾅ うるま市 1:27:35236 10182 辻野　かおり ﾂｼﾞﾉ ｶｵﾘ うるま市 1:27:51237 10137 栄野川　律子 ｴﾉｶﾜ ﾘﾂｺ うるま市 1:27:55238 10352 大濵　利紗 ｵｵﾊﾏ ﾘｻ 浦添市 1:28:06239 10355 大濵　桃子 ｵｵﾊﾏ ﾓﾓｺ 浦添市 1:28:07240 10353 上地　望 ｳｴﾁ ﾉｿﾞﾐ 西原町 1:28:09241 10645 大城　里奈 ｵｵｼﾛ ﾘﾅ 沖縄市 1:28:12242 10194 島袋　ケイ子 ｼﾏﾌﾞｸ ｹｲｺ 沖縄市 1:28:18243 10608 大牟田　久美 ｵｵﾑﾀ ｸﾐ 那覇市 1:28:21244 10232 神谷　栞 ｶﾐﾔ ｼｵﾘ 沖縄市 1:28:24245 10343 仲村　千秋 ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ うるま市 1:28:54246 10345 岸本　綾子 ｷｼﾓﾄ ｱﾔｺ 宮古島市 1:28:54247 10791 瑞慶覧　直果 ｽﾞｹﾗﾝ ﾅｵﾐ 沖縄市 1:28:55248 10790 新垣　しおり ｱﾗｶｷ ｼｵﾘ 読谷村 1:28:56249 10448 新田　瑞希 ﾆｯﾀ ﾐｽﾞｷ 沖縄市 1:29:02250 10373 福里　かおり ﾌｸｻﾞﾄ ｶｵﾘ 浦添市 1:29:30



 10km　女子 10km　女子 10km　女子 10km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム251 10755 喜納　香織 ｷﾅ ｶｵﾘ 豊見城市 1:29:36252 10737 長浜　成美 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾙﾐ 読谷村 1:29:36253 10649 須川　あゆみ ｽｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 大阪府 1:30:11254 10744 玉那覇　優香 ﾀﾏﾅﾊ ﾕｶ 宜野湾市 1:30:50255 10396 上原　美和子 ｳｴﾊﾗ ﾐﾜｺ 沖縄市 1:31:01256 10297 仲村　月花 ﾅｶﾑﾗ ﾂｷｶ 西原町 1:31:10257 10716 島村　春菜 ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙﾅ 糸満市 1:31:14258 10754 上原　若菜 ｳｴﾊﾗ ﾜｶﾅ 糸満市 1:31:14259 10447 花城　美樹 ﾊﾅｼﾛ ﾐｷ 沖縄市 1:31:22260 10357 小宮山　朋見 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾐ 浦添市 1:31:36261 10452 与儀　千香 ﾖｷﾞ ﾁｶ 沖縄市 1:31:40262 10441 高江洲　萌 ﾀｶｴｽ ﾓｴ うるま市 1:31:50263 10761 名城　莉那 ﾅｼﾛ ﾘﾅ うるま市 1:32:07264 10310 新里　桃子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾓﾓｺ 沖縄市 1:32:14265 10311 豊川　麻央 ﾄﾖｶﾜ ﾏﾁｶ うるま市 1:32:15266 10550 比嘉　佳子 ﾋｶﾞ ｹｲｺ 北中城村 1:32:48267 10330 前田　涼子 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｺ うるま市 1:33:05268 10575 照屋　真由美 ﾃﾙﾔ ﾏﾕﾐ 那覇市 1:33:20269 10560 比嘉　須賀子 ﾋｶﾞ ｽｶﾞｺ 北中城村 1:33:34270 10749 謝敷　花菜子 ｼﾞｬｼｷ ｶﾅｺ 与那原町 1:33:38271 10739 西島　明希子 ﾆｼｼﾞﾏ ｱｷｺ 宜野湾市 1:35:59272 10748 佐楽　セリナ ｻﾗｸ ｾﾘﾅ 沖縄市 1:36:16273 10713 辺土名　玲子 ﾍﾝﾄﾅ ﾚｲｺ うるま市 1:36:43274 10154 池原　絹代 ｲｹﾊﾗ ｷﾇﾖ 沖縄市 1:38:17275 10665 恩納　由里香 ｵﾝﾅ ﾕﾘｶ 沖縄市 1:42:05276 10526 新垣　明子 ｱﾗｶｷ ｱｷｺ 那覇市 1:42:16277 10574 しもさと みか ｼﾓｻﾄ ﾐｶ 南風原町 1:42:41278 10314 名嘉真　幹華 ﾅｶﾏ ﾐｷｶ 沖縄市 1:43:13279 10393 前里　紋子 ﾏｴｻﾞﾄ ｱﾔｺ 浦添市 1:44:38280 10788 坂下　奈奈穂 ｻｶｼﾀ ﾅﾅﾎ 西原町 1:46:42281 10103 安里　絵美利 ｱｻﾄ ｴﾐﾘ 浦添市 1:48:44282 10102 濱元　由香 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｶ 浦添市 1:48:44283 10830 JORDAN KANA ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ｶﾅ 北谷町 3:41:07


