
 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1 20246 座喜味　美和子 ｻﾞｷﾐ ﾐﾜｺ うるま市 1:34:002 20054 赤嶺　あけみ ｱｶﾐﾈ ｱｹﾐ うるま市 1:36:303 20200 金城　文子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 名護市 1:39:474 20979 JANNINE MYERS jannine myers 沖縄市 1:40:325 20146 大城　初枝 ｵｵｼﾛ ﾊﾂｴ 名護市 1:43:426 21071 島袋　香 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｵﾘ 中城村 1:43:427 21416 比嘉　純麗 ﾋｶﾞ ｽﾐﾚ 宜野湾市 1:46:458 20314 當山　幸子 ﾄｳﾔﾏ ｻﾁｺ うるま市 1:49:329 20973 渡辺　美智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 浦添市 1:50:1610 20400 屋宜　明美 ﾔｷﾞ ｱｹﾐ 北中城村 1:50:4111 21145 松友　尚子 ﾏﾂﾄﾓ ﾅｵｺ 浦添市 1:51:3512 20914 根間　恵美 ﾈﾏ ｴﾐ 浦添市 1:51:4113 21178 野中　久美子 ﾉﾅｶ ｸﾐｺ 宜野湾市 1:51:4314 20248 浅野　恭代 ｱｻﾉ ﾔｽﾖ 豊見城市 1:53:2915 21116 TENEBRUSO MOLLY tenebruso molly うるま市 1:54:0016 21406 崎浜　夏来 ｻｷﾊﾏ ﾅﾂｷ 沖縄市 1:54:1617 21262 仲地　千佳 ﾅｶﾁ ﾁｶ 沖縄市 1:55:1618 20992 津波　めぐみ ﾂﾊ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 1:55:3519 20037 伊地　利津子 ｲﾁ ﾘﾂｺ 宜野湾市 1:55:3620 21193 谷村　純代 ﾀﾆﾑﾗ ｽﾐﾖ うるま市 1:55:5621 21204 藤山　瞳 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 中城村 1:56:0122 20522 吉永　美恵子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｴｺ 浦添市 1:56:5423 21147 砂川　奈穂 ｽﾅｶﾞﾜ ﾅｵ 那覇市 1:57:5124 20194 安里　玲子 ｱｻﾄ ﾘｮｳｺ 中城村 1:58:4425 20166 田辺　美恵子 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｴｺ 沖縄市 1:59:1926 21296 ﾐｸｷﾞﾙ 加代子 ﾐｸｷﾞﾙ ｶﾖｺ 読谷村 1:59:3527 20136 上原　春江 ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｴ 浦添市 1:59:4228 21167 新垣　貴野 ｼﾝｶﾞｷ ﾀｶﾉ 糸満市 1:59:5529 20581 井上　飛鳥 ｲﾉｳｴ ｱｽｶ 浦添市 2:00:1330 20543 宮原　裕子 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｺ 名護市 2:00:4331 20098 喜屋武　きく子 ｷｬﾝ ｷｸｺ 沖縄市 2:00:5832 20931 上地　スガ子 ｳｴﾁ ｽｶﾞｺ 那覇市 2:01:2533 20327 徳永　沙弥香 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾔｶ 沖縄市 2:02:0934 21111 野村　洋子 ﾉﾑﾗ ﾖｳｺ 糸満市 2:02:1435 20269 安里　サユリ ｱｻﾄ ｻﾕﾘ 宜野湾市 2:02:1736 20294 我如古　みより ｶﾞﾈｺ ﾐﾖﾘ 名護市 2:03:0037 20292 喜屋武　砂月 ｷｬﾝ ｻﾂｷ 沖縄市 2:03:0138 21166 長嶺　直佳 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵｶ 那覇市 2:03:1539 21162 鎌田　実樹 ｶﾏﾀﾞ ﾐｷ 南風原町 2:03:3540 20551 又吉　由美 ﾏﾀﾖｼ ﾕﾐ 宜野湾市 2:03:3541 20527 比嘉　和子 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｺ 名護市 2:03:3542 20478 玉城　詩乃音 ﾀﾏｷ ｼﾉﾝ 沖縄市 2:04:3043 20786 与儀　幸子 ﾖｷﾞ ｻﾁｺ 北中城村 2:05:1644 29002 仲尾次　美千代 ﾅｶｵｼﾞ ﾐﾁﾖ 那覇市 2:05:3945 21444 松原　舞 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｲ 那覇市 2:05:4846 20582 髙野　明華 ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 浦添市 2:06:3147 20081 山岸　真穂 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾎ 那覇市 2:07:0248 20835 千年　瑞枝 ﾁﾄｾ ﾐｽﾞｴ うるま市 2:08:3149 20903 上里　尚美 ｳｴｻﾞﾄ ﾅｵﾐ 沖縄市 2:08:3350 20116 立津　ヒロ子 ﾀﾃﾂ ﾋﾛｺ 浦添市 2:09:03



 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム51 20199 渡慶次　初美 ﾄｹｼ ﾊﾂﾐ 沖縄市 2:09:2552 21072 吉濱　綾子 ﾖｼﾊﾏ ｱﾔｺ 那覇市 2:09:4053 20620 安里　陽子 ｱｻﾄ ﾖｳｺ うるま市 2:10:1354 21195 上原　真紀 ｳｴﾊﾗ ﾏｷ 沖縄市 2:10:2355 21464 かよう おとね ｶﾖｳ ｵﾄﾈ 沖縄市 2:11:2256 21030 天久　飛鳥 ｱﾒｸ ｱｽｶ 北谷町 2:11:3757 21138 玉城　みどり ﾀﾏｼﾛ ﾐﾄﾞﾘ 北谷町 2:12:2258 20815 屋良　玲子 ﾔﾗ ﾚｲｺ 那覇市 2:12:2359 20051 饒辺　律子 ﾖﾍﾝ ﾘﾂｺ うるま市 2:12:3560 20420 宮岸　佳奈 ﾐﾔｷﾞｼ ｶﾅ うるま市 2:12:4761 20406 橋口　彩子 ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾔｺ 沖縄市 2:13:1962 21211 照屋　郁美 ﾃﾙﾔ ｲｸﾐ 浦添市 2:13:3463 20912 三浦　公仁子 ﾐｳﾗ ｸﾆｺ 那覇市 2:13:4164 20409 平良　夏紀 ﾀｲﾗ ﾅﾂｷ 南城市 2:13:4465 21183 外間　涼子 ﾎｶﾏ ﾘｮｳｺ 沖縄市 2:14:3066 21275 昇　はづき ﾉﾎﾞﾘ ﾊﾂﾞｷ 恩納村 2:14:3067 20525 池原　美江 ｲｹﾊﾗ ﾐｴ 読谷村 2:14:4268 21411 平安名　由希 ﾍﾝﾅ ﾕｷ うるま市 2:15:0769 20941 津波　智子 ﾂﾊ ﾄﾓｺ 名護市 2:15:1470 20346 里盛　亜衣 ｻﾄﾓﾘ ｱｲ 那覇市 2:15:2671 20140 Lauren Borrett ﾛ-ﾚﾝ ﾎﾞ-ﾚｯﾄ 外国人 2:15:3472 21443 高良　美華 ﾀｶﾗ ﾐｶ 那覇市 2:15:4273 21313 神山　りんこ ｶﾐﾔﾏ ﾘﾝｺ 名護市 2:15:4474 21310 渡久地　陽架 ﾄｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 名護市 2:15:4475 21394 CHOU TINGCHUAN chou tingchuan 那覇市 2:15:4476 21236 仲宗根　明日香 ﾅｶｿﾈ ｱｽｶ 今帰仁村 2:15:5277 21368 有銘　絵美 ｱﾙﾒ ｴﾐ 沖縄市 2:16:0678 20209 金城　美智子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ うるま市 2:16:1579 20910 大城　広美 ｵｵｼﾛ ﾋﾛﾐ うるま市 2:16:2380 20491 大城　千咲稀 ﾁｻｷ 沖縄市 2:17:1181 20362 新里　由美子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕﾐｺ うるま市 2:17:4582 21114 渡邊　加奈子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 那覇市 2:17:5083 20880 名護　信江 ﾅｺﾞ ﾉﾌﾞｴ 宜野湾市 2:17:5284 20114 崎山　綾子 ｻｷﾔﾏ ｱﾔｺ 那覇市 2:18:0085 21136 長崎　啓子 ﾅｶﾞｻｷ ｹｲｺ 豊見城市 2:18:1586 20061 平安　周子 ﾋﾗﾔｽ ﾁｶｺ 西原町 2:18:3387 20455 渡慶次　甘奈 ﾄｹｼ ｶﾝﾅ 沖縄市 2:18:4688 20466 嘉陽　ななみ ｶﾖｳ ﾅﾅﾐ 沖縄市 2:18:4789 20124 仲尾次　節子 ﾅｶｵｼﾞ ｾﾂｺ 那覇市 2:18:5990 20975 外間　かおり ﾎｶﾏ ｶｵﾘ 那覇市 2:19:1491 21134 梅森　友美 ｳﾒﾓﾘ ﾄﾓﾐ 中城村 2:19:2492 20601 鈴木　珠美 ｽｽﾞｷ ﾀﾏﾐ 浦添市 2:19:3893 20250 仲松　加代子 ﾅｶﾏﾂ ｶﾖｺ 中城村 2:19:5694 21468 仲間　梨桜 ﾅｶﾏ ﾘｵ 沖縄市 2:20:4195 20639 岸本　あゆみ ｷｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 北谷町 2:20:4296 21470 比嘉　花音 ﾋｶﾞ ｶﾉﾝ 名護市 2:20:5297 20118 當銘　優子 ﾄｳﾒ ﾕｳｺ 浦添市 2:21:1398 21396 大庭　麻衣子 ｵｵﾊﾞ ﾏｲｺ うるま市 2:21:2499 21408 仲吉　悠里 ﾅｶﾖｼ ﾕｳﾘ うるま市 2:21:34100 20798 仲里　和子 ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾞｺ うるま市 2:21:44



 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム101 20456 仲村　妃聖良 ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 沖縄市 2:21:48102 21192 知念　裕子 ﾁﾈﾝ ﾕｳｺ 南風原町 2:22:11103 20642 内間　由美子 ｳﾁﾏ ﾕﾐｺ 沖縄市 2:22:17104 20445 大城　結 ｵｵｼﾛ ﾕｲ 沖縄市 2:22:28105 20462 兼城　李依子 ｶﾈｼﾛ ﾘｲｺ 沖縄市 2:22:28106 20099 高良　孝子 ﾀｶﾗ ﾀｶｺ 那覇市 2:22:50107 20949 泉川　恵 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 浦添市 2:22:51108 20506 読谷山　幸子 ﾖﾐﾀﾝｻﾞﾝ ｻﾁｺ 浦添市 2:22:59109 20129 島袋　聡子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｺ 浦添市 2:23:09110 21144 堤　彩子 ﾂﾂﾐ ｱﾔｺ 糸満市 2:23:13111 21153 宮平　ひさこ ﾐﾔﾋﾗ ﾋｻｺ 宜野湾市 2:23:17112 21076 島袋　聡子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｺ 沖縄市 2:23:17113 21226 正代　弓子 ﾏｻｼﾛ ﾕﾐｺ 宜野湾市 2:23:17114 20534 比嘉　禮子 ﾋｶﾞ ﾚｲｺ 那覇市 2:23:24115 20446 仲宗根　秀 沖縄市 2:23:52116 20447 宮城　綾花 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｶ 沖縄市 2:23:52117 20510 伊波　邦子 ｲﾊ ｸﾆｺ 読谷村 2:24:02118 21389 古口　葉月 ｺｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 西原町 2:24:19119 21328 新垣　佑希乃 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾉ 宜野湾市 2:24:27120 20651 幸地　令子 ｺｳﾁ ﾚｲｺ 沖縄市 2:24:44121 21137 平良　紀子 ﾀｲﾗ ﾉﾘｺ 豊見城市 2:25:05122 20974 宇田川　佳世 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾖ 愛知県 2:25:30123 20685 古堅　紀亜 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾉｱ うるま市 2:25:31124 20673 髙江洲　麻奈 ﾀｶｴｽ ﾏﾅ うるま市 2:25:32125 20334 嘉手苅　幸枝 ｶﾃﾞｶﾙ ﾕｷｴ 沖縄市 2:25:33126 20352 伊波　まり夏 ｲﾊ ﾏﾘﾅ 那覇市 2:25:33127 20469 真玉橋　朱莉亜 ﾏﾀﾞﾝﾊﾞｼ ｼﾞｭﾘｱ 沖縄市 2:25:40128 21461 松田　七海 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ 沖縄市 2:25:40129 20020 南部　敦子 ﾅﾝﾌﾞ ｱﾂｺ 那覇市 2:25:44130 21438 宮里　寛奈 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶﾝﾅ 沖縄市 2:25:53131 20366 宜寿次　尚美 ｷﾞｽｼﾞ ﾅｵﾐ 沖縄市 2:26:18132 21287 大宜見　文乃 ｵｵｷﾞﾐ ｱﾔﾉ 那覇市 2:26:37133 20659 小波津　美幸 ｺﾊﾂ ﾐﾕｷ 那覇市 2:26:38134 20969 相原　雅子 ｱｲﾊﾗ ﾏｻｺ 那覇市 2:27:04135 20721 泉川　ルミ ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾙﾐ うるま市 2:27:25136 20722 大城　百合菜 ｵｵｼﾛ ﾕﾘﾅ うるま市 2:27:26137 20261 AMBER D GALLAGHER 北中城村 2:27:30138 20091 金城　真樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｷ 宜野湾市 2:27:38139 21316 末松　彩 ｽｴﾏﾂ ｱﾔ 名護市 2:27:46140 20687 玉城　陽奈 ﾀﾏｷ ﾊﾙﾅ うるま市 2:28:11141 20684 山内　美月 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾞｷ うるま市 2:28:11142 21382 TYSINGER KENDRA tysinger kendra 外国人 2:28:13143 21303 NUNES MIRANDA nunes miranda 外国人 2:28:14144 21400 国吉　春香 ｸﾆﾖｼ ﾊﾙｶ 沖縄市 2:28:35145 21437 JOHNSON NICOLE johnson nicole 外国人 2:28:36146 20961 玉城　勝江 ﾐﾔｷﾞ ｶﾂｴ 宜野湾市 2:28:42147 20211 當間　春美 ﾄｳﾏ ﾊﾙﾐ うるま市 2:29:01148 20340 稲福　綾乃 ｲﾅﾌｸ ｱﾔﾉ うるま市 2:29:01149 20275 新垣　喜美子 ｱﾗｶｷ ｷﾐｺ 沖縄市 2:29:19150 21100 具志堅　志穂 ｸﾞｼｹﾝ ｼﾎ うるま市 2:30:07



 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム151 20635 徳嶺　明子 ﾄｸﾐﾈ ｱｷｺ 那覇市 2:30:08152 21471 玉城　麻里亜 ﾀﾏｼﾛ ﾏﾘｱ 名護市 2:30:49153 20775 村越　千代子 ﾑﾗｺｼ ﾁﾖｺ 那覇市 2:31:07154 21115 喜友名　美樹 ｷﾕｳﾅ ﾐｷ 宜野湾市 2:31:11155 20679 豊里　愛梨 ﾄﾖｻﾞﾄ ｱｲﾘ 沖縄市 2:31:16156 20674 与那嶺　舞 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｲ 沖縄市 2:31:36157 20734 安仁屋　沙彩 ｱﾆﾔ ｻｱﾔ 沖縄市 2:31:36158 20733 儀間　七海 ｷﾞﾏ ﾅﾅﾐ うるま市 2:31:36159 20860 玉城　まり子 ﾀﾏｼﾛ ﾏﾘｺ 糸満市 2:31:44160 21268 八幡　晶子 ﾊﾁﾏﾝ ｼｮｳｺ 南風原町 2:32:01161 21213 野中　芙美 ﾉﾅｶ ﾌﾐ 那覇市 2:32:18162 20550 新垣　千代美 ｱﾗｶｷ ﾁﾖﾐ 南風原町 2:32:23163 20602 石川　智恵子 ｲｼｶﾜ ﾁｴｺ 那覇市 2:32:25164 20410 喜納　かほる ｷﾅ ｶﾎﾙ 北中城村 2:32:26165 20151 石垣　京子 ｲｼｶﾞｷ ｷｮｳｺ 那覇市 2:32:43166 21446 高良　映利奈 ﾀｶﾗ ｴﾘﾅ 那覇市 2:32:58167 21452 盛本　友華子 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｶｺ 豊見城市 2:32:58168 21324 屋良　怜那 ﾔﾗ ﾚｲﾅ 那覇市 2:33:13169 21171 浦田　千春 ｳﾗﾀ ﾁﾊﾙ 宜野湾市 2:33:35170 20031 仲村　美和子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾜｺ 宜野湾市 2:33:52171 20332 与那覇　ゆかり ﾖﾅﾊ ﾕｶﾘ 那覇市 2:34:06172 21448 仲西　叶 ﾅｶﾆｼ ｶﾅｴ 浦添市 2:34:11173 20392 多和田　真妃 ﾀﾜﾀ ﾏｷ 宜野湾市 2:34:19174 21196 新垣　裕子 ｱﾗｶｷ ﾕｳｺ 沖縄市 2:34:26175 20535 幸地　康枝 ｺｳﾁ ﾔｽｴ 名護市 2:35:39176 20163 Magdelena Faria ﾒｸﾞﾄﾞﾚｲﾅ ﾌｫﾘｱ 外国人 2:35:40177 21386 宮里　春香 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾊﾙｶ 沖縄市 2:36:00178 21393 當眞　ひかる ﾄｳﾏ ﾋｶﾙ 沖縄市 2:36:00179 21384 多和田　由佳 ﾀﾜﾀ ﾕｲｶ 沖縄市 2:36:00180 20273 狩俣　久美子 ｶﾘﾏﾀ ｸﾐｺ 沖縄市 2:36:46181 20145 伊波　美香 ｲﾊ ﾐｶ 沖縄市 2:36:52182 21450 小池　彩也香 ｺｲｹ ｻﾔｶ 豊見城市 2:37:47183 21068 糸数　江利子 ｲﾄｶｽﾞ ｴﾘｺ 那覇市 2:38:00184 21460 山城　れいな ﾔﾏｼﾛ ﾚｲﾅ 沖縄市 2:38:06185 20236 桑江　エツ子 沖縄市 2:38:12186 20985 具志　糸恵 ｸﾞｼ ｲﾄｴ 那覇市 2:38:16187 21276 西里　貴久子 ﾆｼｻﾞﾄ ｷｸｺ 沖縄市 2:38:20188 20718 仲程　詩音 ﾅｶﾎﾄﾞ ｼｵﾝ うるま市 2:38:35189 20720 平良　優月 ﾀｲﾗ ﾕｽﾞｷ 沖縄市 2:38:35190 20675 眞喜志　香保 ﾏｷｼ ｶﾎ 金武町 2:38:35191 20872 上里　恵 ｳｴｻﾞﾄ ﾒｸﾞﾐ 那覇市 2:38:40192 21354 山川　萌 ﾔﾏｶﾜ ﾒﾊﾞｴ 浦添市 2:39:04193 21243 玉城　千波 ﾀﾏｼﾛ ﾁﾅﾐ 名護市 2:39:25194 20682 奥間　しずく ｵｸﾏ ｼｽﾞｸ うるま市 2:40:43195 20697 村山　彩歌 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ うるま市 2:40:43196 20633 仲宗根　美由紀 ﾅｶｿﾈ ﾐﾕｷ うるま市 2:40:43197 21168 大城　雅美 ｵｵｼﾛ ﾏｻﾐ 名護市 2:40:44198 21415 知花　彩 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ 那覇市 2:41:05199 21423 平良　菜々 ﾀｲﾗ ﾅﾅ 那覇市 2:41:06200 20676 平安　ふみ ﾋﾗﾔｽ ﾌﾐ うるま市 2:41:48



 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム201 20417 島袋　友希 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｷ 沖縄市 2:42:05202 21102 山田　あき ﾔﾏﾀﾞ ｱｷ 奈良県 2:43:24203 20350 長嶺　美奈子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐﾅｺ 豊見城市 2:43:37204 21449 仲松　樹乃 ﾅｶﾏﾂ ﾐｷﾉ うるま市 2:43:41205 21272 中根　可南子 ﾅｶﾈ ｶﾅｺ 沖縄市 2:45:07206 20755 津波古　奈実 ﾂﾊｺ ﾅﾐ 沖縄市 2:45:22207 20490 佐々木　花菜 ｻｻｷ ﾊﾅ 沖縄市 2:45:22208 20450 島田　佳歩 ｼﾏﾀﾞ ｶﾎ 沖縄市 2:45:24209 20160 新垣　広美 ｱﾗｶｷ ﾋﾛﾐ うるま市 2:46:02210 20186 秋池　順子 ｱｷｲｹ ｼﾞｭﾝｺ 沖縄市 2:46:14211 21194 平良　梨絵 ﾀｲﾗ ﾘｴ 沖縄市 2:46:20212 20932 稲福　洋子 ｲﾅﾌｸ ﾖｳｺ うるま市 2:47:11213 21127 名渡山　久美 ﾅﾄﾞﾔﾏ ｸﾐ 那覇市 2:47:17214 20686 真栄城　美優 ﾏｴｼﾛ ﾐﾕｳ 沖縄市 2:47:27215 21356 長田　寛子 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｺ 那覇市 2:47:49216 20995 粟国　夏美 ｱｸﾞﾆ ﾅﾂﾐ 那覇市 2:48:05217 20538 仲村　則子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 中城村 2:48:10218 21002 嘉味田　令子 ｶﾐﾀﾞ ﾚｲｺ 北谷町 2:48:31219 21387 新垣　えりか ｱﾗｶｷ ｴﾘｶ 中城村 2:48:37220 20689 瀬良垣　芽衣 ｾﾗｶｷ ﾒｲ 恩納村 2:48:51221 21379 當銘　ちひろ ﾄｳﾒ ﾁﾋﾛ 豊見城市 2:48:53222 21392 親盛　優美 ｵﾔﾓﾘ ﾕﾐ 宜野湾市 2:48:54223 21467 名嘉村　美言 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 沖縄市 2:49:37224 21462 仲井間　莉穂 ﾅｶｲﾏ ﾘﾎ 沖縄市 2:49:37225 20229 具志堅　慶子 ｸﾞｼｹﾝ ｹｲｺ うるま市 2:50:00226 21049 西表　路子 ｲﾘｵﾓﾃ ﾐﾁｺ 那覇市 2:50:00227 20311 Courtney M Goodroe ｺ-ﾄﾆ- ｸﾞｯﾄﾞﾛｳ 金武町 2:50:42228 20619 上原　千春 ｳｴﾊﾗ ﾁﾊﾙ 沖縄市 2:51:20229 21247 入田里　由美 ｲﾘﾀｻﾄ ﾕﾐ 那覇市 2:51:52230 20625 豊里　友子 ﾄﾖｻﾄ ﾄﾓｺ 沖縄市 2:52:02231 20092 原田　恵美子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾐｺ 那覇市 2:52:58232 20576 知花　冨士子 ﾁﾊﾞﾅ ﾌｼﾞｺ 読谷村 2:53:23233 20553 松崎　華子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾅｺ 那覇市 2:53:41234 20698 登川　怜奈 うるま市 2:54:12235 20732 仲宗根　芽衣 ﾅｶｿﾈ ﾒｲ うるま市 2:54:12236 20681 西平　真奈美 ﾆｼﾋﾗ ﾏﾅﾐ 金武町 2:54:54237 20723 宮城　妃野 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾉ 北谷町 2:54:55238 21351 名若　有沙 ﾅﾜｶ ｱﾘｻ 那覇市 2:56:01239 21370 長谷川　朋子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 那覇市 2:56:01240 21348 元山　美歩 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾎ 神奈川県 2:56:43241 21323 武井　瞳 ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 神奈川県 2:56:43242 20683 与那嶺　愛 ﾖﾅﾐﾈ ｱｲ 沖縄市 2:58:09243 20680 前田　志保 ﾏｴﾀﾞ ｼﾎ うるま市 2:58:09244 20425 屋良　恵利花 ﾔﾗ ｴﾘｶ 浦添市 2:58:30245 21453 千葉　あやの ﾁﾊﾞ ｱﾔﾉ うるま市 2:59:16246 21414 桑原　真里音 ｸﾜﾊﾗ ﾏﾘｵ 愛媛県 2:59:30247 20991 木下　かおり ｷﾉｼﾀ ｶｵﾘ 那覇市 3:00:53248 20954 山岸　美由紀 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾕｷ 長野県 3:00:55249 20473 喜友名　月 ｷﾕﾅ ﾂｷ 沖縄市 3:01:07250 20487 石川　真菜佳 ｲｼｶﾜ ﾏﾅｶ 沖縄市 3:01:07



 20km　女子 20km　女子 20km　女子 20km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム251 20976 新川　祐美 ｼﾝｶﾜ ﾕﾐ 石垣市 3:01:42252 20416 近藤　由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 那覇市 3:02:03253 20489 島袋　ひかり ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋｶﾘ 沖縄市 3:04:33254 20476 津波古　留菜 ﾂﾊｺ ﾙﾅ 沖縄市 3:05:03255 20655 和宇慶　梨津子 ﾜｳｹ ﾘﾂｺ うるま市 3:06:02256 21432 屋宜　真央子 ﾔｷﾞ ﾏｵｺ 八重瀬町 3:06:42257 20482 大城　涼香 ｵｵｼﾛ ｽｽﾞｶ 沖縄市 3:14:32258 20459 鉢嶺　妹子 ﾊﾁﾐﾈ ﾏｲｺ 沖縄市 3:14:33259 21191 呉我　ひとみ ｺﾞｶﾞ ﾋﾄﾐ 糸満市 3:16:10260 20662 金城　恵 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾒｸﾞﾐ 浦添市 3:16:15261 20464 新城　華菜 ｱﾗｼﾛ ﾊﾅ 沖縄市 3:32:53262 20470 川平　さやか ｶﾜﾋﾗ ｻﾔｶ 沖縄市 3:32:53263 20454 我謝　伊吹 ｶﾞｼﾞｬ ｲﾌﾞｷ 沖縄市 3:33:20264 20440 東江　夢花 ｱｶﾞﾘｴ ﾕﾒｶ 沖縄市 3:33:21265 20436 宮城　聡子 ﾐﾔｷﾞ ｻﾄｺ 沖縄市 3:56:36266 20439 横田　鈴奈 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾅ 沖縄市 3:56:36267 20492 禰覇　彩 ﾈﾊ ｻﾔｶ 沖縄市 3:56:36268 20434 嘉陽　優里花 ｶﾖｳ ﾕﾘｶ 沖縄市 3:56:36269 20435 安座間　萌圭 ｱｻﾞﾏ ﾓｶ 沖縄市 3:56:36


