
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 3502 村瀬 真麻理 ﾑﾗｾ ｻｵﾘ 浦添市 ＴｅａｍＡＯＳ  1:33:33
2 3619 五十嵐 那奈代 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾅﾖ 福岡県  1:35:53
3 3605 横屋 八重 ﾖｺﾔ ﾊﾂｴ 南城市  1:39:56
4 3506 豊田 京子 ﾄﾖﾀ ｷｮｳｺ 沖縄市  1:42:51
5 3524 松岡 梨恵 ﾏﾂｵｶ ﾘｴ 西原町 琉球大学  1:45:54
6 3533 ﾌﾞﾗｳﾝ 華世 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾊﾅﾖ 沖縄市  1:46:17
7 3620 植田 香澄 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾐ うるま市  1:46:51
8 3559 大内 由紀 ｵｵｳﾁ ﾕｷ うるま市 ＡＶＲＣ沖縄  1:48:31
9 3558 津波 めぐみ ﾂﾊ ﾒｸﾞﾐ 久米島町  1:50:15

10 3627 利根 早苗 ﾄﾈ ｻﾅｴ 京都府  1:52:01
11 3557 中林 雅子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 埼玉県  1:53:31
12 3625 重富 美紀 ｼｹﾞﾄﾐ ﾐﾉﾘ 福岡県  1:53:41
13 3562 Jannine Myers Jannine Myers 沖縄市  1:54:19
14 3630 中野 緑 ﾅｶﾉ ﾐﾄﾞﾘ うるま市  1:56:17
15 3563 松村 綾乃 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 那覇市  1:58:07
16 3622 門井 三樹子 ｶﾄﾞｲ ﾐｷｺ 東京都  2:00:14
17 3623 石川 里子 ｲｼｶﾜ ｻﾄｺ 名護市  2:00:39
18 3576 国吉 菜穂子 ｸﾆﾖｼ ﾅｵｺ 浦添市  2:02:13
19 3610 新垣 麻衣子 ｱﾗｶｷ ﾏｲｺ 那覇市  2:05:07
20 3632 ｵﾘｳﾞｨｴ 朋子 ｵﾘｳﾞｨｴ ﾄﾓｺ 北谷町  2:05:22
21 3516 櫻井 香 ｻｸﾗｲ ｶｵﾙ 名護市  2:05:28
22 3617 平賀 民 ﾋﾗｶﾞ ﾀﾐ 神奈川県 アグレッシ部  2:05:40
23 3525 倉持 有希 ｸﾗﾓﾁ ﾕｷ 大宜味村  2:05:58
24 3628 澤田 牧見 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾐ 北海道 タートルコーブ  2:06:42
25 3598 崎原 牧子 ｻｷﾊﾗ ﾏｷｺ 沖縄市  2:07:34
26 3508 有賀 香 ｱﾘｶﾞ ｶｵﾘ 沖縄市 ＲＵＭ  2:08:04
27 3570 Kim McDonough Kim McDonough  2:08:18
28 3550 仲村 真由美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 名護市  2:08:27
29 3569 Jenny Sokol Jenny Sokol  2:09:01
30 3503 東 由美 ｱｽﾞﾏ ﾕﾐ 浦添市  2:09:01
31 3601 石村 理紗 ｲｼﾑﾗ ﾘｻ 愛知県 Ｍａｎａ  2:09:15
32 3616 與那覇 純子 ﾖﾅﾊ ｼﾞｭﾝｺ 沖縄市  2:09:24
33 3534 東 千夏 ｱｽﾞﾏ ﾁﾅﾂ 西原町  2:10:48
34 3582 坂本 裕見子 ｻｶﾓﾄ ﾕﾐｺ 東京都  2:12:23
35 3611 小島 範子 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｺ 神奈川県  2:13:19
36 3629 田中 久美子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ 福岡県 福岡ニコニコ会  2:14:19
37 3624 高村 利恵 ﾀｶﾑﾗ ﾘｴ 大阪府  2:15:06
38 3555 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 那覇市 ナンプウユウソ  2:15:19
39 3587 林 美希 ﾊﾔｼ ﾐｷ 名護市  2:15:54
40 3595 Rena Symes Rena Symes  2:15:56
41 3592 ｽﾁﾜｰﾄ ｱﾐｰ ｽﾁﾜｰﾄ ｱﾐｰ 沖縄市  2:17:00
42 3561 ﾊﾞｲﾔｰ 陽子 ﾊﾞｲﾔｰ ﾖｳｺ 読谷村  2:17:09
43 3510 新城 史 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐ 那覇市  2:18:30
44 3607 安達 神奈 ｱﾀﾞﾁ ｶﾝﾅ 名護市  2:18:47
45 3551 与儀 静香 ﾖｷﾞ ｼｽﾞｶ 那覇市  2:19:05
46 3567 鴨澤 友美 ｶﾓｻﾜ ﾄﾓﾐ 南城市 ＴＥＡＭ三高  2:19:35
47 3606 鈴木 亜希子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 東京都  2:20:19
48 3631 具志堅 麗奈 ｸﾞｼｹﾝ ﾚｲﾅ 宜野湾市  2:20:21
49 3579 新垣 さなえ ｱﾗｶｷ ｻﾅｴ 豊見城市  2:20:25
50 3599 古市 幸代 ﾌﾙｲﾁ ｻﾁﾖ 東京都  2:20:32
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51 3527 宮平 亜由美 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾕﾐ 那覇市  2:20:59
52 3509 末田 育代 ｽｴﾀﾞ ｲｸﾖ 那覇市  2:21:02
53 3507 AMOR PELLOSM 沖縄市  2:22:09
54 3574 松川 美鈴 ﾏﾂｶﾜ ﾐｽｽﾞ 沖縄市  2:23:05
55 3545 黒島 紀子 ｸﾛｼﾏ ﾉﾘｺ 豊見城市  2:23:11
56 3600 中島 小夜香 ﾅｶｼﾏ ｻﾔｶ 千葉県 みのたんず  2:23:31
57 3577 村山 真央 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｵ 東京都 みのたんず  2:23:32
58 3588 草分 こず恵 ｸｻﾜｹ ｺｽﾞｴ 名護市  2:24:20
59 3583 高野 美穂 ﾀｶﾉ ﾐﾎ 那覇市  2:24:34
60 3586 辻 伸江 ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞｴ 東京都  2:25:25
61 3584 真下 由樹 ﾏｼﾓ ﾕｷ 名護市  2:25:45
62 3504 小波津 直美 ｺﾊﾂ ﾅｵﾐ 那覇市  2:26:41
63 3520 石川 亜矢子 ｲｼｶﾜ ｱﾔｺ 名護市  2:27:04
64 3590 ﾌﾞﾗﾝﾊﾑ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽﾌﾞﾗﾝﾊﾑ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 北中城村  2:29:04
65 3522 新垣 志麻 ｱﾗｶｷ ｼﾏ 名護市  2:29:29
66 3580 松野 みちよ ﾏﾂﾉ ﾐﾁﾖ 八重瀬町  2:29:54
67 3621 山内 由紀子 ﾔﾏｳﾁ ﾕｷｺ 福岡県 福岡ニコニコ会  2:31:03
68 3530 北村 文乃 ｷﾀﾑﾗ ｱﾔﾉ 東京都 マメと筋肉痛  2:31:05
69 3609 城間 理恵 ｼﾛﾏ ﾘｴ 那覇市  2:32:35
70 3526 饒波 優子 ﾉﾊ ﾕｳｺ 国頭村  2:34:33
71 3549 前川 真紀 ﾏｴｶﾜ ﾏｷ 名護市  2:35:24
72 3602 ｴｷｼﾆｱ 梨沙 ｴｷｼﾆｱ ﾘｻ うるま市  2:36:23
73 3547 徳門 理恵子 ﾄｸｼﾞｮｳ ﾘｴｺ うるま市  2:36:30
74 3535 下地 香織 ｼﾓｼﾞ ｶｵﾘ 名護市  2:37:53
75 3612 河﨑 美穂 ｶﾜｻｷ ﾐﾎ 京都府 ゴレンジャー  2:38:52
76 3593 Kisela Tina Tina Kisela 沖縄市  2:40:07
77 3597 安里 孝子 ｱｻﾄ ﾀｶｺ 南風原町  2:40:09
78 3512 東 優子 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｺ 名護市 めいほう名護店  2:41:25
79 3518 當間 ゆみ ﾄｳﾏ ﾕﾐ 名護市  2:41:27
80 3517 安富祖 淳子 ｱﾌｿ ｼﾞｭﾝｺ 金武町  2:41:27
81 3514 渡辺 三保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 那覇市  2:43:03
82 3573 長堂 真奈美 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 名護市  2:45:06
83 3614 加治佐 涼子 ｶｼﾞｻ ﾘｮｳｺ 名護市  2:45:06
84 3556 江頭 奈央子 ｴｶﾞｼﾗ ﾅｵｺ 那覇市  2:47:19
85 3594 棚原 道子 ﾀﾅﾊﾗ ﾐﾁｺ 浦添市  2:47:27
86 3521 大城 りな ｵｵｼﾛ ﾘﾅ 名護市  2:47:39
87 3538 大城 亜也子 ｵｵｼﾛ ｱﾔｺ 南風原町  2:47:50
88 3603 徳永 ひとみ ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ 京都府 ゴレンジャー  2:47:51
89 3633 宮下 由紀子 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷｺ 北谷町  2:48:36
90 3554 比嘉 綾乃 ﾋｶﾞ ｱﾔﾉ 読谷村  2:48:40
91 3523 喜納 智子 ｷﾅ ﾄﾓｺ 名護市  2:48:43
92 3539 髙宮城 智美 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾄﾓﾐ 浦添市  2:49:37
93 3565 満名 妙子 ﾏﾝﾅ ﾀｴｺ 名護市 ＭＡＮＭＩ  2:50:21
94 3529 具志堅 舞 ｸﾞｼｹﾝ ﾏｲ 名護市  2:50:33
95 3513 宮澤 優子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺ 沖縄市 ＡＶＲＣ沖縄  2:50:39
96 3548 照屋 佐和子 ﾃﾙﾔ ｻﾜｺ 名護市  2:50:43
97 3604 満岡 飛鳥 ﾐﾂｵｶ ｱｽｶ 名護市  2:52:11
98 3501 廣瀬 美智子 ﾋﾛｾ ﾐﾁｺ 名護市  2:52:54
99 3543 斎田 美恵 ｻｲﾀﾞ ﾐｴ 西原町  2:53:00

100 3544 儀間 朋子 ｷﾞﾏ ﾄﾓｺ 豊見城市  2:53:19
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101 3540 山本 智子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 宜野湾市  2:53:43
102 3531 川村 利香 ｶﾜﾑﾗ ﾘｶ 名護市 喜瀬ビーチ  2:54:31
103 3615 具志堅 教代 ｸﾞｼｹﾝ ﾐﾁﾖ 那覇市  2:54:56
104 3511 長嶺 有希子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｷｺ 那覇市  2:56:10
105 3560 石井 安久里 ｲｼｲ ｱｸﾘ 東京都  2:56:30
106 3541 平良 育子 ﾀｲﾗ ｲｸｺ 名護市  2:58:34
107 3519 比嘉 麻希 ﾋｶﾞ ﾏｷ 名護市  2:58:42
108 3536 祖慶 かおり ｿｹｲ ｶｵﾘ 名護市  3:00:53
109 3608 稲嶺 みゆき ｲﾅﾐﾈ ﾐﾕｷ 南風原町  3:01:51
110 3596 山本 真未枝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐｴ 兵庫県 ゴレンジャー  3:02:26
111 3585 北島 奈々 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 宜野湾市  3:02:37
112 3553 大沢 雅子 ｵｵｻﾜ ﾏｻｺ 名護市  3:08:08
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