
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 1605 喜友名 菜苗 ｷﾕﾅ ﾅﾅｴ 沖縄市 沖縄国際大学  0:38:34
2 1592 新垣 南海子 ｼﾝｶﾞｷ ﾅﾐｺ 糸満市 沖縄国際大学  0:38:45
3 1604 伊礼 亜妃子 ｲﾚｲ ｱｷｺ 本部町 沖縄国際大学  0:39:45
4 1591 仲井間 ちひろ ﾅｶｲﾏ ﾁﾋﾛ 本部町  0:43:51
5 1552 伊野波 奈々子 ｲﾉﾊ ﾅﾅｺ 名護市  0:46:24
6 1623 萩原 優子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 神奈川県  0:49:47
7 1601 名嘉真 綾乃 ﾅｶﾏ ｱﾔﾉ 宜野湾市 沖縄国際大学  0:51:16
8 1586 崎原 しげみ ｻｷﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 那覇市  0:52:33
9 1567 座間味 淳子 ｻﾞﾏﾐ ｼﾞｭﾝｺ 浦添市  0:52:35

10 1578 祭原 雅子 ｻｲﾊﾗ ﾏｻｺ 名護市  0:52:47
11 1613 城間 叶奈 ｼﾛﾏ ｶﾅ 名護市 北部農林高校  0:53:46
12 1568 市川 香代 ｲﾁｶﾜ ｶﾖ 東京都  0:54:17
13 1553 小倉 敏子 ｵｸﾞﾗ ﾄｼｺ 沖縄市 コザ走友会  0:55:31
14 1675 通山 いづみ ﾄｵﾘﾔﾏ ｲﾂﾞﾐ 豊見城市  0:57:04
15 1576 島袋 ゆい ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｲ 名護市  0:57:07
16 1674 三輪 容子 ﾐﾜ ﾖｳｺ 愛知県  0:57:51
17 1579 赤城 陽子 ｱｶｷﾞ ﾖｳｺ 国頭村  1:00:26
18 1584 野原 睦枝 ﾉﾊﾗ ﾑﾂｴ 南風原町  1:00:55
19 1599 喜屋武 宏子 ｷｬﾝ ﾋﾛｺ 名護市  1:00:56
20 1622 米川 和子 ﾖﾈｶﾜ ｶｽﾞｺ 東京都  1:01:31
21 1596 石嶺 和恵 うるま市 チームけんぞう  1:01:45
22 1563 石川 悦子 ｲｼｶﾜ ｴﾂｺ 神奈川県  1:02:08
23 1647 知念 愛子 ﾁﾈﾝ ｱｲｺ 北中城村  1:02:20
24 1564 石川 幸奈 ｲｼｶﾜ ﾕｷﾅ 神奈川県  1:02:48
25 1639 大沼 美帆 ｵｵﾇﾏ ﾐﾎ 名護市 ヤスコⅡ  1:03:23
26 1679 大口 紀子 ｵｵｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 神奈川県  1:03:44
27 1577 末吉 健子 ｽｴﾖｼ ﾀｹｺ 名護市  1:03:49
28 1652 大野 里枝子 ｵｵﾉ ﾘｴｺ 東京都  1:04:22
29 1649 二瓶 由生 ﾆﾍｲ ﾕｲ 那覇市  1:04:26
30 1629 Jordan Ruth ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ﾙｰｽ 中城村  1:04:37
31 1558 安里 瑞穂 ｱｻﾄ ﾐﾂﾞﾎ 名護市  1:04:42
32 1621 Wall Jodi ｳｫｰﾙ ｼﾞｮﾃﾞｨ 中城村  1:04:51
33 1560 植田 良子 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｺ 嘉手納町  1:04:56
34 1615 大城 ﾐﾝﾐﾝ ｵｵｼﾛ ﾐﾝﾐﾝ 与那原町  1:05:27
35 1654 比嘉 真希子 ﾋｶﾞ ﾏｷｺ 名護市  1:05:33
36 1656 宮城 由衣 ﾐﾔｷﾞ ﾕｲ 名護市  1:05:33
37 1665 仲宗根 江子 ﾅｶｿﾈ ｺｳｺ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:05:57
38 1663 宮城 ひかる ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:06:14
39 1653 比嘉 潤子 ﾋｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 那覇市  1:06:19
40 1641 下地 律子 ｼﾓｼﾞ ﾘﾂｺ 名護市  1:06:26
41 1631 池田 裕美 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐ 名護市  1:06:32
42 1557 喜納 望 ｷﾅ ﾉｿﾞﾐ 本部町  1:06:32
43 1619 西澤 恵理 ﾆｼｻﾞﾜ ｴﾘ 恩納村 おつまみ～ず☆  1:07:02
44 1671 大串 広子 ｵｵｸｼ ﾋﾛｺ 埼玉県 ☆大串家  1:07:06
45 1640 木野 扶美子 ｷﾉ ﾌﾐｺ 福岡県  1:07:20
46 1672 吉田 浩子 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 名護市  1:07:32
47 1625 Michelle Kanney Michelle Kanney 北谷町  1:07:33
48 1616 吉田 砂子 ﾖｼﾀﾞ ｽﾅｺ 恩納村  1:07:49
49 1614 利根 沙和 ﾄﾈ ｻﾜ 東京都  1:08:10
50 1676 藤本 あさみ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｻﾐ 東京都 マメと筋肉痛  1:08:12
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51 1667 永吉 淳美 ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾐ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:08:16
52 1673 松原 由希子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷｺ 名護市  1:08:22
53 1643 吉田 紀恵 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｴ 名護市  1:08:34
54 1602 綿谷 佳保里 ﾜﾀﾔ ｶｵﾘ 宜野座村  1:08:34
55 1607 前田 真澄 ﾏｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 名護市  1:08:41
56 1593 宮城 淳子 ﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 名護市  1:09:14
57 1666 鶴田 奈里 ﾂﾙﾀ ﾅﾘ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:09:46
58 1664 座安 真理 ｻﾞﾔｽ ﾏﾘ 豊見城市 与那原中央病院  1:09:55
59 1611 渡具知 文子 ﾄｸﾞﾁ ｱﾔｺ 名護市  1:10:04
60 1637 松瀬 真智子 ﾏﾂｾ ﾏﾁｺ 名護市  1:10:04
61 1627 末続 智香子 ｽｴﾂｸﾞ ﾁｶｺ 大阪府  1:10:24
62 1595 知念 希和 ﾁﾈﾝ ｷﾜ 名護市 チームヒラ  1:10:30
63 1630 友寄 まき ﾄﾓﾖｾ ﾏｷ 宜野湾市  1:10:30
64 1650 稲嶺 真由実 ｲﾅﾐﾈ ﾏﾕﾐ 沖縄市  1:10:49
65 1575 上原 光子 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂｺ うるま市  1:10:55
66 1660 玉城 寛子 ﾀﾏｷ ﾋﾛｺ 南風原町  1:11:00
67 1661 比嘉 真莉子 ﾋｶﾞ ﾏﾘｺ 那覇市  1:11:14
68 1634 喜納 志穂子 ｷﾅ ｼﾎｺ 那覇市  1:11:22
69 1678 高田 英恵 ﾀｶﾀ ﾊﾅｴ 宜野湾市 新鮮組♭  1:11:26
70 1600 比嘉 あゆみ ﾋｶﾞ ｱﾕﾐ 名護市  1:11:51
71 1632 喜友名 真紀 ｷﾕﾅ ﾏｷ 名護市  1:12:06
72 1583 當真 裕子 ﾄｳﾏ ﾕｳｺ うるま市  1:12:29
73 1642 広瀬 雅子 ﾋﾛｾ ﾏｻｺ 恩納村  1:13:15
74 1633 池田 真里 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘ 今帰仁村  1:13:49
75 1638 斎藤 加奈子 ｻｲﾄｳ ｶﾅｺ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:14:45
76 1573 宮城 あさひ ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾋ 名護市  1:15:11
77 1626 Sarah Yaroslaski Sarah Yaroslaski  1:15:40
78 1574 伊佐 さつき ｲｻ ｻﾂｷ 北谷町  1:15:58
79 1657 坂本 麻実 ｻｶﾓﾄ ｱｻﾐ 沖縄市  1:16:21
80 1608 岸本 磯子 ｷｼﾓﾄ ｲｿｺ 名護市  1:16:32
81 1556 下浦 美香 ｼﾓｳﾗ ﾊﾙｶ 本部町  1:16:44
82 1554 吉澤 真由美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 那覇市  1:17:00
83 1580 前川 こまき ﾏｴｶﾜ ｺﾏｷ 名護市  1:17:11
84 1624 佐々野 道 ｻｻﾉ ﾐﾁ 恩納村  1:17:16
85 1598 兼本 聖子 ｶﾈﾓﾄ ｾｲｺ うるま市  1:17:22
86 1582 伊敷 美幸 ｲｼｷ ﾐﾕｷ 名護市  1:17:26
87 1597 具志堅 涼子 ｸﾞｼｹﾝ ﾘｮｳｺ 名護市  1:17:27
88 1636 照屋 順子 ﾃﾙﾔ ｼﾞｭﾝｺ 那覇市  1:17:39
89 1612 町田 文子 ﾏﾁﾀﾞ ﾌﾐｺ 宜野湾市  1:18:15
90 1587 永津 吉恵 ﾅｶﾞﾂ ﾖｼｴ 名護市  1:18:32
91 1588 幸地 里枝 ｺｳﾁ ｻﾄｴ 名護市  1:18:33
92 1645 比嘉 夏代 ﾋｶﾞ ﾅﾂﾖ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:18:39
93 1571 嶺井 志寿子 ﾐﾈｲ ｼｽﾞｺ 名護市  1:19:07
94 1570 嶺井 知子 ﾐﾈｲ ﾄﾓｺ 名護市  1:19:07
95 1618 大城 加代子 ｵｵｼﾛ ｶﾖｺ 名護市  1:19:27
96 1662 與那嶺 わかな ﾖﾅﾐﾈ ﾜｶﾅ 今帰仁村  1:19:28
97 1620 名渡山 みどり ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:19:36
98 1565 赤嶺 和子 ｱｶﾐﾈ ｶｽﾞｺ 豊見城市  1:19:41
99 1648 河本 美冶 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾊﾙ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:20:05

100 1658 大嶺 利奈 ｵｵﾐﾈ ﾘﾅ うるま市  1:20:22
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101 1659 宇良 さおり ｳﾗ ｻｵﾘ 那覇市  1:20:23
102 1562 竜門 泰子 ﾘｭｳﾓﾝ ﾔｽｺ 名護市  1:21:35
103 1646 崎浜 千尋 ｻｷﾊﾏ ﾁﾋﾛ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:23:50
104 1644 與那嶺 めぐみ ﾖﾅﾐﾈ ﾒｸﾞﾐ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:23:52
105 1603 新城 文江 ｱﾗｼﾛ ﾌﾐｴ 名護市  1:24:46
106 1681 中野 恵美 ﾅｶﾉ ｴﾐ 大阪府  1:25:34
107 1569 安里 和子 ｱｻﾄ ｶｽﾞｺ 名護市  1:26:33
108 1669 古我知 敬子 ｺｶﾞﾁ ｹｲｺ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:27:44
109 1668 嘉数 知歳 ｶｶｽﾞ ﾁﾄｾ 名護市 ｋａｉｔｏ  1:27:44
110 1610 新垣 美江子 ｱﾗｶｷ ﾐｴｺ 与那原町 ナンプウユウソ  1:31:09
111 1628 具志堅 かおり ｸﾞｼｹﾝ ｶｵﾘ 沖縄市  1:31:09
112 1585 宮城 道子 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾁｺ 名護市  2:43:24
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