
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 2501 安里 真梨子 豊見城市 沖縄国際大学  1:18:41
2 2502 渡久地 利佳 那覇市 名桜大学  1:20:54
3 2673 嶋田 いき ｼﾏﾀﾞ ｲｷ 那覇市  1:26:38
4 2554 比嘉 友里那 ﾋｶﾞ ﾕﾘﾅ 南城市 沖縄国際大学  1:27:36
5 2548 大城 奈津子 ｵｵｼﾛ ﾅﾂｺ 金武町 沖縄国際大学  1:29:29
6 2563 玉城 信恵 ﾀﾏｷ ﾉﾌﾞｴ 沖縄市 沖縄国際大  1:31:13
7 2696 比嘉 めぐみ ﾋｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 名護市  1:36:05
8 2601 棚原 美幸 ﾀﾅﾊﾗ ﾐﾕｷ 浦添市 チームたま子  1:39:54
9 2540 下門 享未 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｷﾐ うるま市  1:44:50

10 2532 佐久川 恭乃 ｻｸｶﾞﾜ ｷｮｳﾉ 名護市  1:50:42
11 2567 金城 早紀 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻｷ 浦添市 スカイスポーツ  1:51:13
12 2513 赤嶺 成美 ｱｶﾐﾈ ﾅﾙﾐ 名護市 名護高校  1:53:49
13 2575 親川 亜里紗 ｵﾔｶﾜ ｱﾘｻ 名護市  1:53:49
14 2522 ﾓｰﾘ ｱﾝﾄﾞﾘｱ 宜野湾市  1:57:22
15 2624 ﾛｰﾀﾞｰ ﾒﾗﾘﾝ ﾛｰﾀﾞｰ ﾒﾗﾘﾝ 沖縄市  1:58:11
16 2552 花城 早希子 ﾊﾅｼﾛ ｻｷｺ 名護市  2:00:13
17 2595 Sheryl Cruzado 読谷村  2:02:02
18 2577 臼井 亜沙子 ｳｽｲ ｱｻｺ 西原町 琉球大学  2:02:08
19 2694 伊藤 麻奈美 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 三重県  2:04:59
20 2596 Hazel Cruzado 読谷村  2:05:09
21 2543 宮里 悌恵 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾔｽｴ 南風原町  2:05:38
22 2571 梅木 智世 ｳﾒｷ ﾄﾓﾖ 名護市  2:09:26
23 2566 比嘉 久美子 ﾋｶﾞ ｸﾐｺ 名護市 勝山病院  2:10:54
24 2682 井上 春菜 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 大阪府  2:11:18
25 2645 坂田 恵理 ｻｶﾀ ｴﾘ 大阪府  2:12:05
26 2640 羽地 奈央 ﾊﾈｼﾞ ﾅｵ 豊見城市  2:13:02
27 2637 野原 歩 ﾉﾊﾗ ｱﾕﾐ 名護市  2:14:06
28 2525 宮里 亜理沙 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾘｻ 名護市  2:14:14
29 2634 目黒 信子 ﾒｸﾞﾛ ﾉﾌﾞｺ 恩納村  2:14:21
30 2684 岡本 尚子 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ 名護市  2:15:09
31 2665 廣瀬 彩香 ﾋﾛｾ ｱﾔｶ うるま市  2:16:10
32 2628 ﾌﾞﾙﾊｲｽ ﾃｨｰﾙ ﾌﾞﾙﾊｲｽ ﾃｨｰﾙ 北中城村  2:16:35
33 2664 若松 綾乃 ﾜｶﾏﾂ ｱﾔﾉ 名護市  2:16:42
34 2663 柿澤 宏衣 ｶｷｻﾜ ﾋﾛｴ 神奈川県  2:17:09
35 2512 明石 貴子 ｱｶｼ ﾀｶｺ 北海道  2:18:16
36 2676 伊計 まゆ美 ｲｹｲ ﾏﾕﾐ 那覇市  2:19:29
37 2572 込山 弥菜子 ｺﾐﾔﾏ ﾐﾅｺ 名護市  2:19:41
38 2519 国吉 麻里奈 ｸﾆﾖｼ ﾏﾘﾅ 今帰仁村  2:20:16
39 2600 宮川 たま子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾏｺ 浦添市 チームたま子  2:20:38
40 2621 又吉 恵里奈 ﾏﾀﾖｼ ｴﾘﾅ 浦添市  2:20:38
41 2551 根立 由紀 ﾈﾀﾞﾁ ﾕｷ 神奈川県  2:20:40
42 2578 當眞 渚 ﾄｳﾏ ﾅｷﾞｻ 宜野座村  2:20:54
43 2545 古谷 恵 ｺﾔ ﾒｸﾞﾐ 名護市  2:20:58
44 2679 大城 眞由美 ｵｵｼﾛ ﾏﾕﾐ 豊見城市 サザンビーチ  2:21:24
45 2668 鈴木 貴久美 ｽｽﾞｷ ｷｸﾐ 糸満市 サザンビーチ  2:21:24
46 2586 茨木 梨代 ｲﾊﾞﾗｷ ﾘﾖ 大阪府  2:23:32
47 2690 海老原 真歩 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ 名護市  2:23:59
48 2627 長嶺 有希 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｷ 那覇市  2:24:09
49 2589 西玉得 美希 ﾆｼﾀﾏｴ ﾐｷ 那覇市  2:24:34
50 2689 山川 鈴香 ﾔﾏｶﾜ ｽｽﾞｶ 宜野湾市  2:25:11
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51 2695 柳町 綾美 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｱﾔﾐ 那覇市  2:25:33
52 2546 比嘉 康恵 ﾋｶﾞ ﾔｽｴ 名護市  2:25:34
53 2590 赤嶺 里奈 ｱｶﾐﾈ ﾘﾅ 那覇市  2:25:45
54 2514 仲栄真 祐子 ﾅｶｴﾏ ﾕｳｺ 那覇市 ＲＵＭ  2:26:08
55 2659 大西 恵子 ｵｵﾆｼ ｹｲｺ 大阪府  2:26:18
56 2538 堀川 英子 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 名護市  2:26:25
57 2687 西山 真梨子 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾘｺ 沖縄市  2:26:27
58 2688 比嘉 夏海 ﾋｶﾞ ﾅﾂﾐ 北中城村  2:26:29
59 2661 神山 真美 ｶﾐﾔﾏ ﾏﾐ 名護市  2:27:58
60 2549 比嘉 みゆき ﾋｶﾞ ﾐﾕｷ 名護市  2:28:18
61 2651 石川 美佐枝 ｲｼｶﾜ ﾐｻｴ 名護市  2:28:27
62 2672 高志保 萌佳 ﾀｶｼﾎ ﾓｴｶ 沖縄市  2:30:13
63 2541 金城 亜津紗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂﾞｻ 名護市  2:30:25
64 2655 兼本 紘江 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛｴ 浦添市  2:31:07
65 2527 宮城 美奈子 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾅｺ 名護市 名護市消防本部 2:31:21
66 2629 和田 絵莉子 ﾜﾀﾞ ｴﾘｺ 名護市 名桜大学　学生 2:31:28
67 2630 臺木 由佳 ﾀﾞｲｷ ﾕｶ 西原町  2:31:31
68 2528 神山 愛乃 ｶﾐﾔﾏ ｲﾄﾉ 伊是名村  2:31:37
69 2616 喜舎場 麗華 ｷｼｬﾊﾞ ﾚｲｶ 中城村  2:31:46
70 2635 長谷川 佳美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 東京都  2:31:47
71 2698 新垣 亜矢子 ｱﾗｶｷ ｱﾔｺ 沖縄市  2:32:13
72 2583 松田 玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｺ 宜野湾市  2:32:56
73 2562 金城 彩 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔ 名護市  2:33:01
74 2593 前田 夏希 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 名護市  2:33:01
75 2531 渡嘉敷 夏子 ﾄｶｼｷ ﾅﾂｺ 本部町 チームＳＯＬＡ  2:33:13
76 2638 与那下 千明 ﾖﾅｼﾀ ﾁｱｷ 沖縄市  2:33:32
77 2619 大桑 亜蘭 ｵｵｸﾜ ｱﾗﾝ 静岡県  2:34:51
78 2536 森谷 翠 ﾓﾘﾔ ﾐﾄﾞﾘ 名護市  2:35:00
79 2579 山川 美希 ﾔﾏｶﾜ ﾐｷ 宜野座村  2:35:33
80 2547 内間 かおり ｳﾁﾏ ｶｵﾘ 浦添市  2:35:44
81 2570 比嘉 ゆりか ﾋｶﾞ ﾕﾘｶ 名護市  2:36:37
82 2653 知念 由佳 ﾁﾈﾝ ﾕｶ 沖縄市  2:36:44
83 2691 當間 梨沙 ﾄｳﾏ ﾘｻ 嘉手納町  2:36:54
84 2680 比嘉 玲奈 ﾋｶﾞ ﾚｲﾅ 宜野湾市  2:37:08
85 2534 中山 愛 ﾅｶﾔﾏ ｱｲ 読谷村  2:37:21
86 2644 比嘉 美咲 ﾋｶﾞ ﾐｻｷ 浦添市 与那原中央病院 2:37:56
87 2608 児玉 美咲 ｺﾀﾞﾏ ﾐｻｷ うるま市  2:38:11
88 2560 比嘉 千尋 ﾋｶﾞ ﾁﾋﾛ 名護市  2:39:23
89 2620 曽爾 睦美 ｿｼﾞ ﾑﾂﾐ 名護市  2:39:38
90 2568 伊佐 香織 ｲｻ ｶｵﾘ 名護市  2:39:40
91 2520 宮城 夕奈 ﾐﾔｷﾞ ﾕﾅ 名護市  2:40:11
92 2555 平良 ｶﾝﾅ ﾀｲﾗ ｶﾝﾅ 名護市  2:40:45
93 2626 伊芸 奈津子 ｲｹﾞｲ ﾅﾂｺ うるま市  2:41:04
94 2643 児玉 愛子 ｺﾀﾞﾏ ｱｲｺ 宜野湾市  2:41:25
95 2639 川平 奈美 ｶﾜﾋﾗ ﾅﾐ 那覇市  2:41:25
96 2662 渡久地 静葉 ﾄｸﾞﾁ ｼｽﾞﾊ 名護市  2:41:58
97 2597 神山 弥生 ｶﾐﾔﾏ ﾔﾖｲ 名護市  2:42:00
98 2533 新垣 望美 ｱﾗｶｷ ﾉｿﾞﾐ 北中城村  2:42:09
99 2542 玉城 里恵 ﾀﾏｷ ﾘｴ 伊是名村  2:43:30

100 2656 新崎 かおり ｱﾗｻｷ ｶｵﾘ 宜野湾市  2:43:51

ハーフマラソン 一般女子



順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

101 2617 照屋 和香 ﾃﾙﾔ ﾜｶ 名護市  2:44:09
102 2632 菊池 さやか ｷｸﾁ ｻﾔｶ 浦添市 ｓｋ  2:44:25
103 2576 安里 美耶子 ｱｻﾄ ﾐﾔｺ うるま市  2:44:46
104 2669 飯田 千尋 ｲｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ 千葉県 順大　青山ゼミ  2:45:25
105 2671 白川 裕子 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｺ 千葉県 順大　青山ゼミ  2:45:25
106 2574 仲井真 彩 ﾅｶｲﾏ ｱﾔ 名護市  2:45:36
107 2569 石川 香菜恵 ｲｼｶﾜ ｶﾅｴ 名護市  2:47:03
108 2660 小川 愛 ｵｶﾞﾜ ｱｲ 神奈川県  2:47:15
109 2652 神山 りんこ ｶﾐﾔﾏ ﾘﾝｺ 名護市  2:47:16
110 2666 新城 有希子 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｺ 宜野湾市  2:47:17
111 2636 金城 綾乃 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔﾉ 八重瀬町  2:48:31
112 2550 柴尾 幸 ｼﾊﾞｵ ｻﾁ 嘉手納町  2:48:35
113 2585 嘉数 規子 ｶｶｽﾞ ﾉﾘｺ 豊見城市  2:48:35
114 2686 伊野波 成 ｲﾉﾊ ｱｷ うるま市  2:48:54
115 2633 小寺 詠子 ｺﾃﾗ ｴｲｺ 滋賀県 ゴレンジャー  2:49:24
116 2535 新城 千秋 ｱﾗｼﾛ ﾁｱｷ 読谷村  2:49:42
117 2603 澤岻 奈津子 ﾀｸｼ ﾅﾂｺ 西原町 ＡＮＡ　ＯＫＡ  2:49:46
118 2523 荻堂 美和 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾐﾜ 名護市  2:49:56
119 2677 外間 いずみ ﾎｶﾏ ｲｽﾞﾐ 本部町 ローソン浦崎店  2:50:38
120 2681 新垣 美奈子 ｱﾗｶｷ ﾐﾅｺ 沖縄市  2:51:03
121 2650 糸数 美香 ｲﾄｶｽﾞ ﾐｶ 中城村 ハクナマタタ  2:51:10
122 2622 花城 蘭 ﾊﾅｼﾛ ﾗﾝ 名護市 ハクナマタタ  2:51:12
123 2649 岸本 奈津子 ｷｼﾓﾄ ﾅﾂｺ 名護市 ハクナマタタ  2:51:17
124 2515 増永 恭子 ﾏｽﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 浦添市  2:51:50
125 2631 照屋 明奈 ﾃﾙﾔ ｱｷﾅ 名護市  2:52:18
126 2518 末吉 友里乃 ｽｴﾖｼ ﾕﾘﾉ 名護市  2:52:51
127 2657 安村 杏菜 ﾔｽﾑﾗ ｱﾝﾅ 名護市 ハクナマタタ  2:53:16
128 2526 佐藤 郁美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 名護市  2:53:36
129 2588 石川 泉 ｲｼｶﾜ ｲｽﾞﾐ 名護市  2:53:39
130 2670 新垣 友美 ｱﾗｶｷ ﾄﾓﾐ 浦添市  2:54:05
131 2641 新城 里奈 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅ 名護市  2:54:10
132 2606 大城 佳須美 ｵｵｼﾛ ｶｽﾐ 南城市  2:54:46
133 2675 城間 美樹 ｼﾛﾏ ﾐｷ 那覇市  2:55:12
134 2648 岸本 ひかる ｷｼﾓﾄ ﾋｶﾙ 名護市  2:55:28
135 2609 知念 翔子 ﾁﾈﾝ ｼｮｳｺ 那覇市  2:55:37
136 2685 新垣 由美子 ｱﾗｶｷ ﾕﾐｺ 沖縄市  2:55:53
137 2701 宮城 郁恵 ﾐﾔｷﾞ ｲｸｴ うるま市  2:56:16
138 2658 宮城 裕子 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｺ 名護市 ハクナマタタ  2:56:44
139 2604 具志 亜希子 ｸﾞｼ ｱｷｺ 浦添市 ＡＮＡ　ＯＫＡ  2:56:57
140 2558 津波 久仁子 ﾂﾊ ｸﾆｺ 名護市  2:57:44
141 2699 宮城 朝乃 ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾉ 沖縄市  2:57:47
142 2564 島袋 麻衣子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｲｺ 名護市  2:57:51
143 2683 与那嶺 快 ﾖﾅﾐﾈ ｶｲ 浦添市  2:59:09
144 2692 宮城 由梨香 ﾐﾔｷﾞ ﾕﾘｶ うるま市  2:59:09
145 2700 山木 望 ﾔﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 名護市  2:59:23
146 2613 屋良 あすみ ﾔﾗ ｱｽﾐ 糸満市 ＡＰＳ  2:59:29
147 2557 上地 佳乃 ｳｴﾁ ﾖｼﾉ 那覇市  3:00:02
148 2529 山城 唯 ﾔﾏｼﾛ ﾕｲ 伊是名村  3:00:30
149 2592 知花 舞 ﾁﾊﾞﾅ ﾏｲ 読谷村  3:00:30
150 2610 砂川 亜希子 ｽﾅｶﾞﾜ ｱｷｺ 那覇市  3:00:31
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151 2584 長岡 美帆 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 沖縄市  3:00:31
152 2647 宮原 まどか ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ 名護市  3:00:43
153 2530 上地 奈々 ｳｴﾁ ﾅﾅ 伊是名村  3:01:25
154 2611 平良 若奈 ﾀｲﾗ ﾜｶﾅ 糸満市 ＡＰＳ  3:01:45
155 2607 宮城 翔子 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｺ 那覇市  3:02:14
156 2556 津波 美沙 ﾂﾊ ﾐｻ 名護市  3:03:17
157 2524 知念 尚恵 ﾁﾈﾝ ﾅｵｴ 宜野湾市  3:04:00
158 2612 新垣 侑子 ｱﾗｶｷ ﾕｳｺ 中城村 ＡＰＳ  3:06:47
159 2580 伊良部 翔子 ｲﾗﾌﾞ ｼｮｳｺ 豊見城市  3:11:48
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