
 5km　女子 5km　女子 5km　女子 5km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1 50456 ﾚﾝｷｽﾄ 蓮 ﾚﾝｷｽﾄ ﾚﾝ 沖縄市 0:19:482 50467 新城　美月 ｱﾗｼﾛ ﾐﾂｷ 伊平屋村 0:19:573 50392 堀井　ゆかり ﾎﾘｲ ﾕｶﾘ 沖縄市 0:25:164 50345 平良　久伶亜 ﾀｲﾗ ｸﾚｱ 沖縄市 0:25:225 50455 新城　杏樹 ｱﾗｼﾛ ｱﾝｼﾞｭ 伊平屋村 0:26:096 50138 大城　麻里菜 ｵｵｼﾛ ﾏﾘﾅ 沖縄市 0:26:147 50327 神田　真奈穂 ｶﾐﾀﾞ ﾏﾅﾎ 沖縄市 0:27:538 50405 なかみね ゆう ﾅｶﾐﾈ ﾕｳ 沖縄市 0:28:169 50450 伊良波　秋子 ｲﾗﾊ ｱｷｺ 那覇市 0:28:4210 50332 津波古　礼花 ﾂﾊｺ ﾚｲｶ 沖縄市 0:28:5911 50470 当間　香月 ﾄｳﾏ ｶﾂｷ 宜野湾市 0:29:0412 50416 当間　小鈴恵 ﾄｳﾏ ｺｽﾞｴ 宜野湾市 0:29:1413 50324 徳門　来瞳 ﾄｸﾓﾝ ｸﾙﾐ 沖縄市 0:29:2114 50296 新谷　莉穂 ｼﾝﾔ ﾘﾎ 那覇市 0:29:2715 50297 新谷　莉菜 ｼﾝﾔ ﾘﾅ 那覇市 0:29:4016 50472 安里　優花 ｱｻﾄ ﾕｳｶ 名護市 0:29:4717 50307 大城　優維 ｵｵｼﾛ ﾕｳｲ 西原町 0:29:5718 50329 神田　梨緒奈 ｶﾐﾀﾞ ﾘｵﾅ 沖縄市 0:30:0119 50483 屋良　真結 ﾔﾗ ﾏﾕ 沖縄市 0:30:2020 50335 仲宗根　咲歩 ﾅｶｿﾈ ｻﾗ 沖縄市 0:30:3621 50313 川満　祥子 ｶﾜﾐﾂ ｼｮｳｺ 沖縄市 0:30:3622 50272 米谷　雅江 ｺﾒﾀﾆ ﾏｻｴ 宜野湾市 0:30:4123 50011 大栗　由香利 沖縄市 0:30:4424 50280 安里　秀子 ｱｻﾄ ﾋﾃﾞｺ 宜野湾市 0:30:5025 50149 比嘉　真結 ﾋｶﾞ ﾏﾕ 沖縄市 0:31:1826 50489 友利　楓 ﾄﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 宜野湾市 0:31:2227 50406 松田　夢子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾒｺ 読谷村 0:31:2428 50413 一ノ瀬　花乃子 ｲﾁﾉｾ ｶﾉｺ 宜野湾市 0:31:2429 50478 平辻　実優 ﾋﾗﾂｼﾞ ﾏﾋﾛ うるま市 0:31:3630 50265 安里　直美 ｱｻﾄ ﾅｵﾐ 沖縄市 0:31:3831 50025 川上　莉弥 ｶﾜｶﾐ ﾘﾐ 沖縄市 0:31:4532 50044 大村　しおり 沖縄市 0:31:5233 50427 呉屋　友子 ｺﾞﾔ ﾄﾓｺ 西原町 0:32:0134 50393 池原　早苗 ｲｹﾊﾗ ｻﾅｴ 読谷村 0:32:1235 50459 赤嶺　藍 ｱｶﾐﾈ ｱｲ 豊見城市 0:32:4336 50389 棚原　陽子 ﾀﾅﾊﾗ ﾖｳｺ 浦添市 0:32:4637 50065 長嶺　安子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾔｽｺ 伊江村 0:32:4738 50321 伊波　利奏 ｲﾊ ﾘｶﾅ うるま市 0:33:0639 50250 新谷　由紀 ｼﾝﾔ ﾕｷ 那覇市 0:33:1140 50368 桑江　紀子 ｸﾜｴ ﾉﾘｺ 沖縄市 0:33:1441 50033 新里　綾乃 ｼﾝｻﾞﾄ ｱﾔﾉ 沖縄市 0:33:1742 50461 島袋　真子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｺ 豊見城市 0:33:1843 50460 大城　明日音 ｵｵｼﾛ ｱｽﾈ 豊見城市 0:33:1844 50462 長嶺　佑美 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕﾐ 豊見城市 0:33:1845 50333 辻　友奈 ﾂｼﾞ ﾕｳﾅ 沖縄市 0:33:2046 50254 平良　菜見子 ﾀｲﾗ ﾅﾐｺ 西原町 0:33:2747 50083 仲村　佐知子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ 沖縄市 0:33:3048 50052 仲程　ふみ ﾅｶﾎﾄﾞ ﾌﾐ 宜野湾市 0:33:4349 50247 城間　實子 ｼﾛﾏ ｼﾞﾂｺ 名護市 0:33:4750 50363 比嘉　洋美 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾐ 沖縄市 0:33:47



 5km　女子 5km　女子 5km　女子 5km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム51 50388 益田　美香 ﾏｽﾀﾞ ﾐｶ 福岡県 0:33:5752 50289 大城　夏海 ｵｵｼﾛ ﾅﾂﾐ 沖縄市 0:34:1153 50058 伊波　智代 ｲﾊ ﾄﾓﾖ 宜野湾市 0:34:1254 50115 杉本　奈織香 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｶ 読谷村 0:34:1255 50441 名嘉眞 HAZ ﾅｶﾏ ﾊｽﾞ 沖縄市 0:34:2856 50230 宮里　管子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｽｶﾞｺ 名護市 0:34:3457 50484 玉城　来葉瑠 ﾀﾏｼﾛ ｺﾊﾙ 沖縄市 0:34:5358 50458 新里　舞 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｲ 南城市 0:35:2259 50476 山城　諒夏 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳｶ うるま市 0:35:2460 50081 山根　美晴 ﾔﾏﾈ ﾐﾊﾙ 沖縄市 0:35:2561 50400 園田　美紀 ｿﾉﾀﾞ ﾐｷ 那覇市 0:35:3062 50118 岸本　真理 ｷｼﾓﾄ ﾏﾘ 北谷町 0:35:3263 50398 新里　枝美 ｼﾝｻﾞﾄ ｴﾐ 南城市 0:35:3464 50447 神里　亜寿加 ｶﾐ ｻﾄ 宜野湾市 0:35:3865 50468 宇久　菜彩 ｳｸ ｻｱﾔ 那覇市 0:35:4166 50072 嘉数　友里恵 ｶｶｽﾞ ﾕﾘｴ 西原町 0:35:4667 50243 宮城　正美 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 名護市 0:35:5868 50026 松川　結花 ﾏﾂｶﾜ ﾕｲｶ 沖縄市 0:36:0269 50477 山城　彩夏 ﾔﾏｼﾛ ｻﾅ 読谷村 0:36:0970 50498 上間　琴梨 ｳｴﾏ ｺﾄﾘ 読谷村 0:36:0971 50105 比嘉　輝美 ﾋｶﾞ ﾃﾙﾐ 中城村 0:36:1472 50124 池宮城　愛未 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｱｲﾐ 沖縄市 0:36:3573 50034 桑江　麻衣 ｸﾜｴ ﾏｲ 沖縄市 0:36:3574 50338 平安　千冬 ﾋﾗﾔｽ ﾁﾌﾕ 沖縄市 0:36:3675 50494 当間　優奈 ﾄｳﾏ ﾕｳﾅ 宜野湾市 0:36:4176 50121 満島　さと子 ﾐﾂｼﾏ ｻﾄｺ 沖縄市 0:36:5677 50241 塩川　奈奈子 ｼｵｶﾜ ﾅﾅｺ 名護市 0:36:5778 50466 真栄田　くるみ ﾏｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 西原町 0:36:5879 50457 真栄田　楓 ﾏｴﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 西原町 0:36:5880 50240 仲間　朝香 ﾅｶﾏ ｱｻｶ うるま市 0:36:5981 50260 真壁　勝美 ﾏｶﾍﾞ ｶﾂﾐ うるま市 0:37:0382 50399 RADUCHA ELAINE ﾗﾄﾞｩｼｬ ｲﾚｲﾝ 北谷町 0:37:1283 50385 小渡　弘子 ｵﾄﾞ ﾋﾛｺ 沖縄市 0:37:1984 50164 仲本　さくら ﾅｶﾓﾄ ｻｸﾗ うるま市 0:37:2285 50203 仲村　姫星 ﾋﾗﾘ 沖縄市 0:37:2986 50202 砂川　ゆりあ ｽﾅｶﾞﾜ ﾕﾘｱ 沖縄市 0:37:2987 50242 漢那　孝恵 ｶﾝﾅ ﾀｶｴ 名護市 0:37:3288 50323 坂口　葵 ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｲ 那覇市 0:37:3889 50075 大城　智子 ｵｵｼﾛ ﾄﾓｺ 沖縄市 0:37:4590 50016 比嘉　利枝子 ﾋｶﾞ ﾘｴｺ 沖縄市 0:37:4991 50008 上間　桂子 ｳｴﾏ ｹｲｺ 読谷村 0:37:5592 50361 池原　弘美 ｲｹﾊﾗ ﾋﾛﾐ 沖縄市 0:37:5693 50404 金城　与理子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖﾘｺ うるま市 0:38:0394 50402 玉城　由紀恵 ﾀﾏｷ ﾕｷｴ 沖縄市 0:38:0595 50036 知念　恵美 ﾁﾈﾝ ｴﾐ 北谷町 0:38:0596 50229 石川　夏紀 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｷ 浦添市 0:38:0897 50357 中山　みな子 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅｺ 那覇市 0:38:1798 50394 普久原　津也子 ﾌｸﾊﾗ ﾂﾔｺ 浦添市 0:38:2699 50423 斉藤　朱美 ｻｲﾄｳ ｱｹﾐ 浦添市 0:38:26100 50305 仲本　絢 ﾅｶﾓﾄ ｱﾔ 宜野湾市 0:38:26



 5km　女子 5km　女子 5km　女子 5km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム101 50428 神谷　利恵 ｶﾐﾔ ﾘｴ 与那原町 0:38:43102 50302 前田　ひなた ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 宜野湾市 0:38:44103 50440 道解　彩乃 ﾄﾞｳｹﾞ ｱﾔﾉ 浦添市 0:38:49104 50322 眞部　菜々世 ﾏﾌﾞ ﾅﾅｾ 沖縄市 0:38:54105 50348 神谷　苺 ｶﾐﾔ ﾏｲ 沖縄市 0:38:54106 50214 松田　光世 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾖ 読谷村 0:38:59107 50047 當山　美咲 ﾄｳﾔﾏ ﾐｻｷ 金武町 0:39:06108 50504 黒田　若和 ｸﾛﾀﾞ ﾜｶﾜ 那覇市 0:39:07109 50117 富村　千亜紀 ﾄﾐﾑﾗ ﾁｱｷ うるま市 0:39:18110 50270 座間味　那美子 ｻﾞﾏﾐ ﾅﾐｺ うるま市 0:39:22111 50452 奥間　唯 ｵｸﾏ ﾕｲ 那覇市 0:39:27112 50500 屋宜　あんり ﾔｷﾞ ｱﾝﾘ 沖縄市 0:39:27113 50410 屋宜　利恵子 ﾔｷﾞ ﾘｴｺ 沖縄市 0:39:28114 50281 佐久田　美佳子 ｻｸﾀﾞ ﾐｶｺ 沖縄市 0:39:30115 50014 知花　しのぶ ﾁﾊﾞﾅ ｼﾉﾌﾞ 沖縄市 0:39:30116 50113 杉本　秀美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 読谷村 0:39:43117 50391 ﾚﾝｷｽﾄ 道代 ﾚﾝｷｽﾄ ﾐﾁﾖ 沖縄市 0:39:43118 50098 松田　真由美 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾕﾐ 読谷村 0:39:54119 50390 CALHOUN 妙子 ｷｬﾙﾌｰﾝ ﾀｴｺ 宜野湾市 0:39:56120 50306 喜納　ひばり ｷﾅ ﾋﾊﾞﾘ 沖縄市 0:39:57121 50201 嘉陽　里紗 ｶﾖｳ ﾘｻ 沖縄市 0:40:10122 50089 當山　優子 ﾄｳﾔﾏ ﾕｳｺ 宜野湾市 0:40:13123 50430 喜舎場　沙耶花 ｷｼｬﾊﾞ ｻﾔｶ 沖縄市 0:40:19124 50432 新垣　麻代 ｱﾗｶｷ ﾏﾖ 沖縄市 0:40:20125 50234 宮里　千鶴子 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾁｽﾞｺ 中城村 0:40:30126 50163 仲本　るな ﾅｶﾓﾄ ﾙﾅ うるま市 0:40:33127 50266 川満　香理 ｶﾜﾐﾂ ｶｵﾘ 沖縄市 0:40:45128 50220 宮城　道子 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾁｺ 名護市 0:40:50129 50382 長山　真由美 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏﾕﾐ 沖縄市 0:40:51130 50308 比嘉　梨加 ﾋｶﾞ ﾘﾝｶ 西原町 0:40:53131 50128 ｸﾞﾗﾅｰﾄ 桜 ｼﾞｭﾘｴｯﾄ ｸﾞﾗﾅ-ﾄ ｻｸﾗ ｼﾞｭﾘｴｯﾄ 宜野湾市 0:40:55132 50078 HERNANDEZ ALANA ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｱﾗﾅ 宜野湾市 0:40:56133 50067 嘉手苅　円香 ｶﾃﾞｶﾙ ﾏﾄﾞｶ 西原町 0:40:58134 50086 松島　美枝 ﾏﾂｼﾏ ﾐｴ 沖縄市 0:40:59135 50139 阿良　優里 ｱﾗ ﾕｳﾘ 那覇市 0:41:04136 50043 安里　千秋 ｱｻﾄ ﾁｱｷ 沖縄市 0:41:06137 50267 平田　涼子 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｺ 沖縄市 0:41:35138 50135 安里　彩亜羅 ｱｻﾄ ｻｱﾗ 沖縄市 0:41:38139 50136 安里　百音 ｱｻﾄ ﾓﾈ 沖縄市 0:41:38140 50103 伊佐　尚美 ｲｻ ﾅｵﾐ 沖縄市 0:41:40141 50277 吉澤　真美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾐ 那覇市 0:41:42142 50370 HARRIS JOAN ﾊﾘｽ ｼﾞｮｱﾝ 嘉手納町 0:41:44143 50434 SATORIUS JESSICA ｻﾄﾘｱｽ ｼﾞｪｼｶ 外国人 0:42:00144 50153 古屋　妃那 ﾌﾙﾔ ﾋﾅ 宜野湾市 0:42:05145 50208 福地　杏樹 ﾌｸﾁ ｱﾝｼﾞｭ 沖縄市 0:42:14146 50365 喜久山　くに子 ｷｸﾔﾏ ｸﾆｺ 沖縄市 0:42:15147 50119 大城　智子 ｵｵｼﾛ ﾄﾓｺ 嘉手納町 0:42:17148 50227 仲里　千夏 ﾅｶｻﾞﾄ ﾁﾅﾂ 八重瀬町 0:42:18149 50479 屋宜　かのん ﾔｷﾞ ｶﾉﾝ 沖縄市 0:42:23150 50342 眞境名　愛海 ﾏｼﾞｷﾅ ｱｲﾐ 沖縄市 0:42:23



 5km　女子 5km　女子 5km　女子 5km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム151 50359 嘉手苅　京子 ｶﾃﾞｶﾙ ｷｮｳｺ 沖縄市 0:42:27152 50471 金城　心結 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾕ 浦添市 0:42:34153 50262 永吉　綾乃 ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾔﾉ 沖縄市 0:42:36154 50409 仲村　智恵 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴ 沖縄市 0:42:36155 50499 ﾀﾕﾌｪｰﾙ 世真 ﾀﾕﾌｪｰﾙ ｾﾏ 沖縄市 0:42:48156 50152 當眞　りおな ﾄｳﾏ ﾘｵﾅ 沖縄市 0:42:48157 50001 嘉手川　美江子 ｶﾃﾞｶﾜ ﾐｴｺ 沖縄市 0:42:48158 50055 新垣　美沙季 ｱﾗｶｷ ﾐｻｷ 浦添市 0:42:51159 50481 島袋　咲紀 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻｷ 沖縄市 0:42:52160 50144 玉城　ひより 那覇市 0:42:56161 50050 玉城　博子 ﾀﾏｷ ﾋﾛｺ 那覇市 0:42:56162 50041 伊野波　ナエ ｲﾉﾊ ﾅｴ 沖縄市 0:42:57163 50425 山内　裕加 ﾔﾏｳﾁ ﾕｶ 糸満市 0:42:59164 50346 伊礼　愛海 ｲﾚｲ ﾏﾅﾐ 沖縄市 0:42:59165 50287 伊礼　千秋 ｲﾚｲ ﾁｱｷ 沖縄市 0:43:00166 50046 阿良　千昭 ｱﾗ ﾁｱｷ 那覇市 0:43:08167 50057 与那嶺　孝子 ﾖﾅﾐﾈ ﾀｶｺ 西原町 0:43:10168 50048 大城　也子 ｵｵｼﾛ ﾅﾘｺ 沖縄市 0:43:15169 50384 岩田　直子 ｲﾜﾀ ﾅｵｺ 宜野湾市 0:43:17170 50429 宮里　玲子 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾚｲｺ 中城村 0:43:25171 50431 桑江　絵梨 ｸﾜｴ ｴﾘ 沖縄市 0:43:25172 50435 島袋　和嘉子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾜｶｺ 沖縄市 0:43:25173 50433 川端　美和子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾜｺ 沖縄市 0:43:25174 50096 當眞　ちづる ﾄｳﾏ ﾁﾂﾞﾙ 沖縄市 0:43:29175 50095 玉城　優奈 ﾀﾏｷ ﾕﾅ うるま市 0:43:29176 50233 手登根　ゆかり ﾃﾄﾞｺﾝ ﾕｶﾘ 浦添市 0:43:33177 50154 成海　結愛 ﾅﾙﾐ ﾕｳｱ 宜野湾市 0:43:33178 50364 大城　博子 ｵｵｼﾛ ﾋﾛｺ 豊見城市 0:43:46179 50100 仲松　和美 ﾅｶﾏﾂ ｶｽﾞﾐ 沖縄市 0:43:48180 50063 比嘉　勝江 ﾋｶﾞ ｶﾂｴ 沖縄市 0:43:51181 50038 翁長　久美子 ｵﾅｶﾞ ｸﾐｺ 宜野湾市 0:43:59182 50274 坂口　エリ子 ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘｺ 那覇市 0:44:21183 50079 國吉　三江 ｸﾆﾖｼ ﾐﾂｴ 宜野湾市 0:44:37184 50059 山城　幸江 ﾔﾏｼﾛ ﾕｷｴ 宜野湾市 0:44:45185 50417 後藤　梨沙 ｺﾞﾄｳ ﾘｻ 宜野湾市 0:44:50186 50107 平良　千枝子 ﾀｲﾗ ﾁｴｺ 那覇市 0:44:54187 50162 島袋　柑奈 ｼﾏﾌﾞｸ ｶﾝﾅ 沖縄市 0:45:01188 50082 島袋　愛 ｼﾏﾌﾞｸ ｱｲ 沖縄市 0:45:01189 50009 大城　京子 ｵｵｼﾛ ｷｮｳｺ うるま市 0:45:20190 50010 横田　直美 ﾖｺﾀﾞ ﾅｵﾐ うるま市 0:45:21191 50187 内間　優凜 ｳﾁﾏ ﾕﾘﾝ うるま市 0:45:28192 50245 仲里　ハツ子 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾂｺ うるま市 0:45:39193 50084 普久原　明美 ﾌｸﾊﾗ ｱｹﾐ 沖縄市 0:45:46194 50422 安部　亜希子 ｱﾍﾞ ｱｷｺ 沖縄市 0:45:51195 50505 安部　美佳子 ｱﾍﾞ ﾐｶｺ 沖縄市 0:45:51196 50054 宮城　絹子 ﾐﾔｷﾞ ｷﾇｺ 宜野湾市 0:46:19197 50007 石川　和美 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 浦添市 0:46:19198 50099 多和田　美希 ﾀﾜﾀ ﾐｷ 宜野湾市 0:46:41199 50383 仲宗根　さおり ﾅｶｿﾈ ｻｵﾘ 西原町 0:46:46200 50002 池原　ヨシ子 ｲｹﾊﾗ ﾖｼｺ 沖縄市 0:47:47



 5km　女子 5km　女子 5km　女子 5km　女子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム201 50039 松田　恵子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ 沖縄市 0:47:48202 50438 神谷　早希子 ｶﾐﾔ ｻｷｺ 那覇市 0:47:54203 50013 島袋　みさえ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐｻｴ 読谷村 0:48:25204 50101 仲松　秀子 ﾅｶﾏﾂ ﾋﾃﾞｺ 沖縄市 0:49:01205 50497 豊里　彩莉 ﾄﾖｻﾞﾄ ｱｸﾞﾘ 那覇市 0:49:16206 50246 佐久本　照子 ｻｸﾓﾄ ﾃﾙｺ うるま市 0:49:23207 50106 玉城　結子 ﾀﾏｷ ﾕｲｺ 沖縄市 0:50:01208 50426 なかそね 留美子 ﾅｶｿﾈ ﾙﾐｺ 沖縄市 0:50:05209 50379 SOTO AMY ｿﾄ ｴｲﾐｰ 読谷村 0:50:07210 50356 城間　律子 ｼﾛﾏ ﾘﾂｺ 中城村 0:50:11211 50031 宜寿次　弘美 ｷﾞｽｼ ﾋﾛﾐ 名護市 0:50:48212 50358 新城　ツル子 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾂﾙｺ 沖縄市 0:52:17213 50093 石野　久子 ｲｼﾉ ﾋｻｺ 名護市 0:53:58214 50353 立川　陽子 ﾀﾁｶﾜ ﾖｳｺ 北中城村 0:56:22215 50407 花城　絵理 ﾊﾅｼﾛ ｴﾘ 沖縄市 0:56:44216 50403 島袋　利加 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｶ 読谷村 0:56:59217 50414 屋良　恵 ﾔﾗ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 0:56:59


