
順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム1 2267 諸見里　綾 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｱﾔ 南風原町 0:46:022 2233 玉城　美空 ﾀﾏｷ ﾐｸ 西原町 0:46:543 2133 渡辺　美智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 浦添市 0:49:514 2117 与那嶺　涼子 ﾖﾅﾐﾈ ﾘｮｳｺ 浦添市 0:51:175 2087 金城　文子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 名護市 0:51:326 2093 宮里　晴海 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾊﾙﾐ 宜野湾市 0:51:377 2169 Borsini Tammy Borsini Tammy 外国人 0:52:148 2253 宮平　美奈都 ﾐﾔﾋﾗ ﾐﾅﾄ 読谷村 0:53:399 2118 砂川　和美 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 那覇市 0:54:5410 1904 照屋　みなみ ﾃﾙﾔ ﾐﾅﾐ 沖縄市 0:55:2411 2179 嶋田　まり子 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 宜野湾市 0:55:5312 1916 Reika Patterson ﾚｲｶ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 北谷町 0:56:0613 1997 德山　和香奈 ﾄｸﾔﾏ ﾜｶﾅ 沖縄市 0:56:3414 2177 藤山　瞳 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾄﾐ 中城村 0:56:4215 1964 當山　幸子 ﾄｳﾔﾏ ｻﾁｺ うるま市 0:57:3516 2119 平沢　裕美 ﾋﾗｻﾜ ﾕﾐ 沖縄市 0:57:3817 2138 津波　めぐみ ﾂﾊ ﾒｸﾞﾐ 北中城村 0:57:5918 2014 喜屋武　里緒菜 ｷｬﾝ ﾘｵﾅ 沖縄市 0:58:1219 2192 松島　美咲 ﾏﾂｼﾏ ﾐｻｷ 沖縄市 0:58:2620 2153 島袋　聡子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｺ 沖縄市 0:58:4121 2008 角田　友里 ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾘ 沖縄市 0:59:0722 2054 寺園　梨美花 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾘﾐｶ 沖縄市 0:59:2323 1941 妹尾　和代 ｾｵ ｶﾂﾞﾖ 北中城村 0:59:3724 2197 安慶名　由衣 ｱｹﾞﾅ ﾕｲ 那覇市 1:00:2125 2155 奥間　みゆき ｵｸﾏ ﾐﾕｷ うるま市 1:00:2326 1956 徳永　沙弥香 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾔｶ 沖縄市 1:00:3727 2018 喜屋武　李乃 ｷｬﾝ ﾘﾉ 沖縄市 1:01:0428 2189 Isele Ann Amanda Isele Ann Amanda 外国人 1:01:0929 2086 兼城　二千佳 ｶﾈｼﾛ ﾆﾁｶ うるま市 1:01:3230 1946 岸本　美津江 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂｴ 那覇市 1:01:3331 1947 山盛　寛子 ﾔﾏﾓﾘ ﾋﾛｺ 那覇市 1:01:3332 2235 新里　花音 ｼﾝｻﾞﾄ ｶﾉﾝ 名護市 1:01:4433 2231 大嶺　莉央 ｵｵﾐﾈ ﾘｵ 名護市 1:01:4534 2247 山川　えり子 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘｺ 那覇市 1:01:5635 2234 宮本　恋音 ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾉ 那覇市 1:02:1436 2135 外間　かおり ﾎｶﾏ ｶｵﾘ 那覇市 1:02:2037 2264 甲斐　千枝子 ｶｲ ﾁｴｺ 宮崎県 1:02:3438 2158 徐　素平 Xu Su 外国人 1:02:4539 1965 安里　陽子 ｱｻﾄ ﾖｳｺ うるま市 1:02:5340 2209 當間　麻奈美 ﾄｳﾏ ﾏﾅﾐ 恩納村 1:03:1641 1950 具志堅　里央 ｸﾞｼｹﾝ ﾘｵ 浦添市 1:03:2142 2263 堤　彩子 ﾂﾂﾐ ｱﾔｺ 糸満市 1:03:2343 2219 益田　まあや ﾏｽﾀﾞ ﾏｱﾔ 福岡県 1:03:3544 1901 松田　由希子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷｺ 沖縄市 1:03:4645 1922 津波　じゅん子 ﾂﾊ ｼﾞｭﾝｺ 宜野湾市 1:03:4846 2258 志良堂　幸子 ｼﾗﾄﾞｳ ﾕｷｺ 沖縄市 1:04:0047 1996 伊波　美智子 ｲﾊ ﾐﾁｺ うるま市 1:04:0348 2254 川満　葉月 ｶﾜﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 浦添市 1:04:2249 2075 久林　和美 ﾋｻﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:04:2450 2148 辻　わかこ ﾂｼﾞ ﾜｶｺ 西原町 1:04:25
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順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　女子10km　女子10km　女子10km　女子51 2057 仲宗根　好江 ﾅｶｿﾈ ﾖｼｴ 沖縄市 1:04:3152 2217 宇良　美佐子 ｳﾗ ﾐｻｺ 沖縄市 1:04:3653 2015 高江洲　結絆 ﾀｶｴｽ ﾕｲﾅ 沖縄市 1:04:3854 2090 徳本　英利子 ﾄｸﾓﾄ ｴﾘｺ 沖縄市 1:04:4255 1942 山田　春美 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 沖縄市 1:04:4456 2114 名護　信江 ﾅｺﾞ ﾉﾌﾞｴ 宜野湾市 1:04:5357 2188 玉代勢　あき子 ﾀﾏﾖｾ ｱｷｺ 名護市 1:04:5758 2232 松川　玲央奈 ﾏﾂｶﾜ ﾚｵﾅ 浦添市 1:04:5859 1913 眞榮里　明子 ﾏｴｻﾞﾄ ｱｷｺ うるま市 1:05:1060 2095 島袋　七星 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅﾅｾ 沖縄市 1:06:0261 2228 上運天　蘭 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾗﾝ 沖縄市 1:06:0262 1949 佐々木　陽加 ｻｻｷ ﾊﾙｶ 沖縄市 1:06:0363 1985 崎枝　紋子 ｻｷｴﾀﾞ ｱﾔｺ 沖縄市 1:06:2164 2069 広田　結花里 ﾋﾛﾀ ﾕｶﾘ 石川県 1:06:3065 2131 玉城　勝江 ﾀﾏｷ ｶﾂｴ 宜野湾市 1:06:4566 1918 宮城　みゆき ﾐﾔｷﾞ ﾐﾕｷ 沖縄市 1:06:4767 2088 花城　祐子 ﾊﾅｼﾛ ﾕｳｺ 宜野湾市 1:06:5268 2016 山崎　杏 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝ 沖縄市 1:06:5369 2060 内間　京子 ｳﾁﾏ ｷｮｳｺ 嘉手納町 1:06:5870 2055 内間　春菜 ｳﾁﾏ ﾊﾙﾅ 沖縄市 1:06:5971 2098 玉城　明美 ﾀﾏｼﾛ ｱｹﾐ 嘉手納町 1:07:0472 2238 佐々木　花菜 ｻｻｷ ﾊﾅ 沖縄市 1:07:1373 2237 仲宗根　ミク ﾅｶｿﾈ ﾐｸ 沖縄市 1:07:1374 2184 田場　ジューン ﾀﾊﾞ ｼﾞｭｰﾝ うるま市 1:07:1375 2174 又吉　幸恵 ﾏﾀﾖｼ ﾕｷｴ 沖縄市 1:07:1776 2157 喜浦　知美 ｷｳﾗ ﾄﾓﾐ 沖縄市 1:07:1877 1935 成田　早織 ﾅﾘﾀ ｻｵﾘ 沖縄市 1:07:2778 2265 與那嶺　楓花 ﾖﾅﾐﾈ ﾌｳｶ うるま市 1:07:2979 1915 金城　和美 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ うるま市 1:07:3080 2022 平良　美南海 ﾀｲﾗ ﾐﾅﾐ 沖縄市 1:07:3081 2035 島袋　若葉 ｼﾏﾌﾞｸ ﾜｶﾊﾞ 読谷村 1:07:3182 2099 稲福　美佐子 ｲﾅﾌｸ ﾐｻｺ 沖縄市 1:07:3283 2276 當間　千夏 ﾄｳﾏ ﾁﾅﾂ 糸満市 1:07:3284 1902 天野　愛 ｱﾏﾉ ｱｲ 沖縄市 1:07:3385 2011 豊里　美裕 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾐﾕｳ 北中城村 1:07:3386 2121 稲福　洋子 ｲﾅﾌｸ ﾖｳｺ うるま市 1:07:4287 2077 國場　絵梨子 ｺｸﾊﾞ ｴﾘｺ 西原町 1:07:5888 1989 新里　由美子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕﾐｺ うるま市 1:08:0489 2109 Dianne Leavitt Dianne Leavitt 沖縄市 1:08:0590 2013 比嘉　ひなた ﾋｶﾞ ﾋﾅﾀ 沖縄市 1:08:1191 2012 仲嶺　美音 ﾅｶﾐﾈ ﾐｵﾝ 沖縄市 1:08:1192 2110 仲宗根　久美子 ﾅｶｿﾈ ｸﾐｺ 沖縄市 1:08:1193 1994 仲宗根　淳美 ﾅｶｿﾈ ｱﾂﾐ うるま市 1:08:2594 2101 服部　良子 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｺ 埼玉県 1:08:2995 1983 金城　美智子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ うるま市 1:08:3596 2092 島袋　郁子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｲｸｺ 那覇市 1:08:3797 1903 上間　留美子 ｳｴﾏ ﾙﾐｺ 沖縄市 1:08:4898 1957 吉本　有芳 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｶ 沖縄市 1:08:5399 2223 内間　咲也子 ｳﾁﾏ ｻﾔｺ 伊江村 1:08:56100 2003 和田　美生 ﾜﾀﾞ ﾐｵ 沖縄市 1:08:59



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　女子10km　女子10km　女子10km　女子101 2107 稲福　ツギ子 ｲﾅﾌｸ ﾂｷﾞｺ 東村 1:09:03102 1921 前原　里保 ﾏｴﾊﾗ ﾘﾎ うるま市 1:09:09103 1923 許田　英子 ｷｮﾀﾞ ｴｲｺ 那覇市 1:09:11104 1979 比嘉　都々子 ﾋｶﾞ ﾂﾂﾞｺ 沖縄市 1:09:19105 1988 安里　若奈 ｱｻﾄ ﾜｶﾅ うるま市 1:09:20106 2070 照屋　なつ ﾃﾙﾔ ﾅﾂ 那覇市 1:09:27107 2141 佐和田　美奈子 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅｺ 沖縄市 1:09:29108 1917 新垣　喜美子 ｱﾗｶｷ ｷﾐｺ 沖縄市 1:09:39109 1976 儀間　由里江 ｷﾞﾏ ﾕﾘｴ 豊見城市 1:09:40110 1959 米谷　雅江 ｺﾒﾀﾆ ﾏｻｴ 宜野湾市 1:09:45111 2007 有銘　由起子 ｱﾙﾒ ﾕｷｺ 沖縄市 1:09:45112 2191 目取真　千恵 ﾒﾄﾞﾙﾏ ﾁｴ 北谷町 1:09:47113 2266 鬼松　菜美 ｵﾆﾏﾂ ﾅﾐ 宜野湾市 1:09:48114 1905 市川　恵子 ｲﾁｶﾜ ｹｲｺ 沖縄市 1:09:55115 2063 城間　香菜 ｼﾛﾏ ｶﾅ うるま市 1:10:40116 2149 仲地　久子 ﾅｶﾁ ﾋｻｺ うるま市 1:10:48117 2104 仲里　光代 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐﾂﾖ 那覇市 1:10:48118 1999 佐藤　沙耶香 ｻﾄｳ ｻﾔｶ 嘉手納町 1:11:10119 1992 仲山　千恵子 ﾅｶﾔﾏ ﾁｴｺ 沖縄市 1:11:13120 1977 崎原　舞音 ｻｷﾊﾗ ﾏｲﾈ 豊見城市 1:11:17121 1981 宮里　澄子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｽﾐｺ 沖縄市 1:11:19122 2222 仲松　美風 ﾅｶﾏﾂ ﾐｶｾﾞ 沖縄市 1:11:21123 2010 前川　陽菜 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾅ 北中城村 1:11:26124 2185 岸本　舞 ｷｼﾓﾄ ﾏｲ 沖縄市 1:11:39125 2122 比嘉　利佳 ﾋｶﾞ ﾘｶ 那覇市 1:11:41126 2048 喜友名　優咲 ｷﾕﾅ ﾕｻ 沖縄市 1:11:50127 2281 上地　明華 ｳｴﾁ ｻﾔｶ 読谷村 1:11:58128 2047 宮里　藍 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱｲ うるま市 1:12:08129 2078 平良　圭子 ﾀｲﾗ ｹｲｺ 沖縄市 1:12:10130 1931 慶留間　みさと ｹﾙﾏ ﾐｻﾄ 与那原町 1:12:18131 1948 妹尾　雅 ｾｵ ﾐﾔﾋﾞ 北中城村 1:12:23132 1969 石川　チエ ｲｼｶﾜ ﾁｴ 北中城村 1:12:25133 1971 波平　梓 ﾅﾐﾋﾗ ｱｽﾞｻ 沖縄市 1:12:25134 1970 仲村渠　由美 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕﾐ 中城村 1:12:25135 1925 高宮城　恵 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 沖縄市 1:12:36136 2171 末吉　千春 ｽｴﾖｼ ﾁﾊﾙ 沖縄市 1:12:37137 2106 知花　美栄子 ﾁﾊﾞﾅ ﾐｴｺ 読谷村 1:12:41138 2249 赤堀　直美 ｱｶﾎﾘ ﾅｵﾐ 岐阜県 1:12:54139 2105 石川　由子 ｲｼｶﾜ ﾕｳｺ 沖縄市 1:12:56140 2115 田村　由美子 ﾀﾑﾗ ﾕﾐｺ 那覇市 1:12:59141 2130 西銘　典子 ﾆｼﾒ ﾉﾘｺ 那覇市 1:12:59142 2183 城間　絵美 ｼﾛﾏ ｴﾐ 那覇市 1:12:59143 2194 江尻　郁 ｴｼﾞﾘ ｶｵﾙ 中城村 1:13:01144 2029 眞喜志　汐乃 ﾏｷｼ ｷﾖﾉ 金武町 1:13:02145 2038 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾘｶ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾘｶ うるま市 1:13:02146 2030 山根　咲笑 ﾔﾏﾈ ｻｴ うるま市 1:13:02147 2094 金城　紫苑 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｵﾝ 那覇市 1:13:11148 2097 北川　洋江 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｴ 沖縄市 1:13:12149 2126 赤嶺　美奈子 ｱｶﾐﾈ ﾐﾅｺ 那覇市 1:13:14150 1972 仲尾　優奈 ﾅｶｵ ﾕﾅ うるま市 1:13:15



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　女子10km　女子10km　女子10km　女子151 2123 中垣　洋子 ﾅｶｶﾞｷ ﾖｳｺ 那覇市 1:13:22152 1955 照屋　民枝 ﾃﾙﾔ ﾀﾐｴ うるま市 1:13:24153 1963 比嘉　さとみ ﾋｶﾞ ｻﾄﾐ 沖縄市 1:13:28154 2111 山内　小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ 名護市 1:13:30155 1934 新垣　広美 ｱﾗｶｷ ﾋﾛﾐ うるま市 1:13:44156 2173 宮本　真優美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ 那覇市 1:13:58157 2026 大出　凜 ｵｵﾃﾞ ﾘﾝ 沖縄市 1:14:00158 2025 中石　琉月 ﾅｶｲｼ ﾙｳﾅ うるま市 1:14:00159 2113 羽地　久美子 ﾊﾈｼﾞ ｸﾐｺ 那覇市 1:14:01160 1998 金城　安喜子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷｺ 沖縄市 1:14:01161 2139 名城　かおり ﾅｼﾛ ｶｵﾘ 沖縄市 1:14:01162 2127 益田　美香 ﾏｽﾀﾞ ﾐｶ 福岡県 1:14:02163 2201 宮城　弥生 ﾐﾔｷﾞ ﾔﾖｲ うるま市 1:14:05164 2059 喜屋武　宏子 ｷｬﾝ ﾋﾛｺ 名護市 1:14:08165 1907 瀬長　智美 ｾﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 豊見城市 1:14:10166 2220 大川　優莉亜 ｵｵｶﾜ ﾕﾘｱ うるま市 1:14:11167 2229 伊波　綾香 ｲﾊ ｱﾔｶ 宜野湾市 1:14:18168 2226 新城　杏樹 ｱﾗｼﾛ ｱﾝｼﾞｭ 伊平屋村 1:14:37169 2068 名嘉山　マリ子 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘｺ うるま市 1:14:54170 1939 新垣　望 ｱﾗｶｷ ﾉｿﾞﾐ うるま市 1:15:07171 1924 具志堅　紗代 ｸﾞｼｹﾝ ｻﾖ 浦添市 1:15:29172 2207 馬場　悦子 ﾊﾞﾊﾞ ｴﾂｺ 中城村 1:15:30173 1932 仲嶺　由以 ﾅｶﾐﾈ ﾕｲ 沖縄市 1:15:35174 1933 川前　あきほ ｶﾜﾏｴ ｱｷﾎ 沖縄市 1:15:35175 2083 仲程　優紀 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾕｷ 那覇市 1:15:43176 2089 井上　文菜 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅ 読谷村 1:15:51177 2132 宮崎　ひろえ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｴ 浦添市 1:16:14178 2274 喜舎場　舞 ｷｼｬﾊﾞ ﾏｲ うるま市 1:16:15179 2187 伊保　香織 ｲﾎ ｶｵﾘ うるま市 1:16:25180 2100 大城　ミンミン ｵｵｼﾛ ﾐﾝﾐﾝ 与那原町 1:16:29181 1986 仲村　真莉香 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｶ うるま市 1:16:35182 1961 底原　綾子 ｿｺﾊﾗ ｱﾔｺ 沖縄市 1:16:36183 2225 伊波　咲良 ｲﾊ ｻｸﾗ 読谷村 1:16:40184 2262 比嘉　ちひろ ﾋｶﾞ ﾁﾋﾛ 那覇市 1:16:42185 2261 照屋　ちとせ ﾃﾙﾔ ﾁﾄｾ 那覇市 1:16:43186 2051 田場　彩華 ﾀﾊﾞ ｱﾔｶ 沖縄市 1:16:45187 2053 伊波　利奏 ｲﾊ ﾘｶﾅ うるま市 1:16:50188 2021 下地　百合彩 ｼﾓｼﾞ ﾕﾘｱ 沖縄市 1:16:53189 2031 山根　琉歌 ﾔﾏﾈ ﾙｳｶ うるま市 1:16:53190 1938 名嘉真　幸子 ﾅｶﾏ ｻﾁｺ うるま市 1:17:09191 2091 名嘉　美幸 ﾅｶ ﾐﾕｷ 与那原町 1:17:12192 2085 山内　成美 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾙﾐ 与那原町 1:17:12193 2050 岡田　衣未 ｵｶﾀﾞ ｴﾐ うるま市 1:17:14194 2241 松川　結香 ﾏﾂｶﾜ ﾕｲｶ 沖縄市 1:17:25195 2240 仲間　莉那 ﾅｶﾏ ﾘﾅ 沖縄市 1:17:26196 2272 佐藤　千紗美 ｻﾄｳ ﾁｻﾐ うるま市 1:17:31197 2162 高安　玲子 ﾀｶﾔｽ ﾚｲｺ 宜野湾市 1:17:37198 1910 島袋　悦子 ｼﾏﾌﾞｸ ｴﾂｺ 沖縄市 1:17:42199 1960 平良　むつ子 ﾀｲﾗ ﾑﾂｺ うるま市 1:17:50200 1928 秋池　順子 ｱｷｲｹ ｼﾞｭﾝｺ 沖縄市 1:17:54



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　女子10km　女子10km　女子10km　女子201 2172 友寄　綾乃 ﾄﾓﾖｾ ｱﾔﾉ うるま市 1:17:59202 2248 福増　久美 ﾌｸﾏｽ ｸﾐ 三重県 1:18:01203 1962 平良　久美子 ﾀｲﾗ ｸﾐｺ 沖縄市 1:18:05204 2004 我妻　千秋 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾁｱｷ うるま市 1:18:06205 2198 Reynolds Bodine Heather Reynolds Bodine Heather 外国人 1:18:07206 2103 伊計　利江 ｲｹｲ ﾄｼｴ 南風原町 1:18:10207 2074 原田　恵美子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾐｺ 那覇市 1:18:14208 2081 伊波　邦子 ｲﾊ ｸﾆｺ 読谷村 1:18:17209 1982 當間　春美 ﾄｳﾏ ﾊﾙﾐ うるま市 1:18:25210 2129 kinjo mitsuyo kinjo mitsuyo 沖縄市 1:18:42211 2006 藏當　あおい ｸﾗﾄｳ ｱｵｲ 那覇市 1:18:55212 2112 仲嶺　美枝子 ﾅｶﾐﾈ ﾐｴｺ 名護市 1:19:06213 2255 鶴田　美紀 ﾂﾙﾀﾞ ﾐｷ 愛知県 1:19:10214 2040 儀保　祐里 ｷﾞﾎﾞ ﾕｳﾘ うるま市 1:19:15215 2204 比嘉　美波 ﾋｶﾞ ﾐﾅﾐ 宜野湾市 1:19:17216 1908 金城　真梨 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏﾘ うるま市 1:19:30217 1911 井上　里江茶 ｲﾉｳｴ ﾘｴｻ 那覇市 1:19:31218 2239 山城　彩夏 ﾔﾏｼﾛ ｻﾅ 読谷村 1:19:40219 2246 上間　琴梨 ｳｴﾏ ｺﾄﾘ 読谷村 1:19:40220 1980 崎浜　千夏子 ｻｷﾊﾏ ﾁｶｺ 宜野湾市 1:19:45221 2032 諸見里　愛奈 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｱｲﾅ 宜野湾市 1:20:12222 2043 仲村渠　優香 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕｳｶ うるま市 1:20:12223 2036 大城　夢 ｵｵｼﾛ ﾕﾒ 金武町 1:20:12224 2020 玉城　涼香 ﾀﾏｼﾛ ﾘｮｳｶ うるま市 1:20:12225 2279 宮里　藍 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱｲ 那覇市 1:20:16226 2269 瑞慶山　姫菜 ｽﾞｹﾔﾏ ﾋｲﾅ うるま市 1:20:31227 1978 又吉　由美子 ﾏﾀﾖｼ ﾕﾐｺ 読谷村 1:20:42228 2062 城間　あけみ ｼﾛﾏ ｱｹﾐ 那覇市 1:20:46229 2259 仲村　則子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 中城村 1:21:11230 2277 金城　綾夏 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 西原町 1:21:14231 2212 徳嶺　萌子 ﾄｸﾐﾈ ﾓｴｺ 那覇市 1:21:14232 2161 宇座　康子 ｳｻﾞ ﾔｽｺ 読谷村 1:21:23233 2028 西野　蘭 ﾆｼﾉ ﾗﾝ うるま市 1:21:33234 2041 仲地　あずさ ﾅｶﾁ ｱｽﾞｻ うるま市 1:21:33235 2164 藤代　涼子 ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｮｳｺ 北中城村 1:21:33236 2250 赤堀　菜々 ｱｶﾎﾘ ﾅﾅ 岐阜県 1:21:33237 2280 島袋　桜 ｼﾏﾌﾞｸ ｻｸﾗ 沖縄市 1:21:36238 1968 大城　安佐子 ｵｵｼﾛ ｱｻｺ 与那原町 1:21:43239 2144 長濱　智子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾄﾓｺ 宜野湾市 1:21:44240 2227 洲鎌　秋香 ｽｶﾞﾏ ｼｭｳｶ うるま市 1:21:47241 1995 比嘉　彩音 ﾋｶﾞ ｱﾔﾈ 中城村 1:21:59242 2134 津嘉山　理香 ﾂｶﾔﾏ ﾘｶ 八重瀬町 1:22:06243 2096 伊保　悦子 ｲﾎ ｴﾂｺ うるま市 1:22:14244 2049 喜納　ひばり ｷﾅ ﾋﾊﾞﾘ 沖縄市 1:22:24245 2102 吉田　砂子 ﾖｼﾀﾞ ｽﾅｺ 恩納村 1:22:27246 2176 宮平　美智子 ﾐﾔﾋﾗ ﾐﾁｺ 名護市 1:22:35247 2251 津田　三智乃 ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾉ 那覇市 1:22:56248 2001 岡田　育子 ｵｶﾀﾞ ｲｸｺ うるま市 1:23:17249 2145 野小生　裕子 ﾉｵﾓ ﾋﾛｺ 沖縄市 1:23:24250 1953 仲村　清美 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 宜野湾市 1:23:38



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　女子10km　女子10km　女子10km　女子251 1975 東　由紀 ｱｽﾞﾏ ﾕｷ 宜野座村 1:23:41252 2150 津覇　小香 ﾂﾊ ｺｶ 嘉手納町 1:23:46253 2052 玉城　愛来 ﾀﾏｼﾛ ｱｲﾗ 沖縄市 1:23:50254 2120 与那覇　陽子 ﾖﾅﾊ ﾖｳｺ 豊見城市 1:23:56255 2216 与那覇　来奈 ﾖﾅﾊ ﾗﾅ 豊見城市 1:23:56256 2205 山本　紫乃 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ 八重瀬町 1:24:12257 2202 大城　絢乃 ｵｵｼﾛ ｱﾔﾉ 南風原町 1:24:12258 1967 仲村　純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宜野湾市 1:24:17259 1987 呉屋　沙織 ｺﾞﾔ ｻｵﾘ 西原町 1:24:21260 2244 佐々木　海美 ｻｻｷ ｳﾐ 沖縄市 1:24:27261 2245 知念　凛 ﾁﾈﾝ ﾘﾝ 沖縄市 1:24:28262 2275 牛窪　彩 ｳｼｸﾎﾞ ｱﾔ 那覇市 1:24:35263 2058 宮里　管子 ﾐﾔｻﾞﾄ ｽｶﾞｺ 名護市 1:24:44264 1926 多和田　由佳 ﾀﾜﾀ ﾕｲｶ 沖縄市 1:24:58265 2136 金城　清子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｺ 浦添市 1:25:05266 2128 中島　利加子 ﾅｶｼﾏ ﾘｶｺ 那覇市 1:25:05267 1966 澤野　愛子 ｻﾜﾉ ｱｲｺ 沖縄市 1:25:08268 2196 銘苅　藍花 ﾒｶﾙ ｱｲｶ 南城市 1:25:09269 1944 山城　優 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳ 読谷村 1:25:19270 1945 糸数　美月 ｲﾄｶｽﾞ ﾐﾂﾞｷ 読谷村 1:25:19271 1952 小禄　真理子 ｵﾛｸ ﾏﾘｺ 宮古島市 1:25:23272 2084 新垣　スミ子 ｱﾗｶｷ ｽﾐｺ 那覇市 1:25:30273 2005 島袋　米子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖﾈｺ 沖縄市 1:25:39274 2200 佐久本　春衣 ｻｸﾓﾄ ﾊﾙﾅ 沖縄市 1:25:39275 2218 緒方　理紗 ｵｶﾞﾀ ﾘｻ 宮古島市 1:26:03276 2215 渡久山　あかね ﾄｸﾔﾏ ｱｶﾈ 那覇市 1:26:03277 2009 比嘉　琴音 ﾋｶﾞ ｺﾄﾈ 沖縄市 1:26:07278 1954 高江洲　涼子 ﾀｶｴｽ ﾘｮｳｺ 沖縄市 1:26:34279 1958 仲原　未咲希 ﾅｶﾊﾗ ﾐｻｷ 沖縄市 1:26:38280 2080 神谷　あつ子 ｶﾐﾔ ｱﾂｺ 浦添市 1:26:50281 2286 石川　今日子 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｺ 北谷町 1:27:00282 2278 屋良　美鈴 ﾔﾗ ﾐｽｽﾞ 那覇市 1:27:40283 2260 与那嶺　与利子 ﾖﾅﾐﾈ ﾖﾘｺ 中城村 1:27:46284 1920 宇良　タカ子 ｳﾗ ﾀｶｺ うるま市 1:28:19285 2165 上間　美智代 ｳｴﾏ ﾐﾁﾖ 読谷村 1:28:29286 1930 與那城　あさ子 ﾖﾅｼﾛ ｱｻｺ 西原町 1:28:38287 1927 宮里　なみ ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅﾐ 沖縄市 1:28:41288 2160 玉城　かおる ﾀﾏｷ ｶｵﾙ 沖縄市 1:28:58289 2116 山中　直美 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵﾐ 金武町 1:29:11290 2270 瑞慶山　レナ ｽﾞｹﾔﾏ ﾚﾅ うるま市 1:29:40291 1909 大城　莉子 ｵｵｼﾛ ﾘｺ 那覇市 1:29:44


