
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 4507 大村 育代 ｵｵﾑﾗ ｲｸﾖ 愛知県  1:40:58
2 4532 神村 智子 ｶﾐﾑﾗ ﾄﾓｺ 浦添市  1:48:55
3 4519 野村 里美 ﾉﾑﾗ ｻﾄﾐ 浦添市  1:49:06
4 4548 Parke Carolyn ﾊﾟｰｸ ｷｬﾛﾗｲﾝ 那覇市  1:50:59
5 4525 別宮 ﾕﾘｱ ﾍﾞｯｸ ﾕﾘｱ 東京都 マメと筋肉痛  1:55:42
6 4517 津波 智子 ﾂﾊ ﾄﾓｺ 北谷町  1:55:58
7 4518 伊禮 益子 ｲﾚｲ ﾏｽｺ 浦添市  1:56:21
8 4554 原 由紀子 ﾊﾗ ﾕｷｺ 大阪府  1:56:41
9 4555 ﾊﾟｵｰ ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾊﾟｵｰ ﾃｨﾌｧﾆｰ 沖縄市  1:57:56

10 4521 根間 恵美 ﾈﾏ ｴﾐ 浦添市  1:58:33
11 4505 比嘉 幸代 ﾋｶﾞ ｻﾁﾖ 名護市  1:59:16
12 4523 仲村 美智子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 久米島町  1:59:22
13 4542 黒瀬 智子 ｸﾛｾ ﾄﾓｺ 名護市  1:59:22
14 4559 松門 祥子 ﾏﾂｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 宜野湾市  2:03:05
15 4556 長谷川 由紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ 愛知県 Ｍａｎａ  2:04:13
16 4504 ｾｽﾍﾟﾃﾞｽ河崎 多恵子ｾｽﾍﾟﾃﾞｽｶﾜｻｷ ﾀｴｺ沖縄市  2:05:29
17 4533 大城 弘美 ｵｵｼﾛ ﾋﾛﾐ 那覇市 ＡＶＲＣ沖縄  2:05:41
18 4539 柴田 美紀 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷ 豊見城市  2:05:42
19 4513 永山 克子 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾂｺ 沖縄市  2:11:05
20 4528 大城 初枝 ｵｵｼﾛ ﾊﾂｴ 名護市  2:12:09
21 4509 前田 あかね ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ 金武町  2:13:47
22 4537 浦崎 美由樹 ｳﾗｻｷ ﾐﾕｷ 沖縄市  2:15:03
23 4522 比嘉 美幸 宜野湾市  2:16:15
24 4502 伊波 智子 ｲﾊ ﾄﾓｺ うるま市 ありんこクラブ  2:16:16
25 4501 石垣 美江 ｲｼｶﾞｷ ﾐｴ 浦添市  2:18:30
26 4561 野口  直子 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｺ 名護市  2:20:50
27 4565 安原 ゆかり ﾔｽﾊﾗ ﾕｶﾘ 神奈川県  2:21:27
28 4508 河原崎 千鶴 ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾁﾂﾞﾙ 糸満市  2:21:53
29 4563 花井 範子 ﾊﾅｲ ﾉﾘｺ 東京都  2:22:12
30 4564 土屋 樹美子 ﾂﾁﾔ ｷﾐｺ 東京都  2:22:46
31 4540 勝連 ゆかり ｶﾂﾚﾝ ﾕｶﾘ 浦添市  2:23:20
32 4515 比嘉 美和 ﾋｶﾞ ﾐﾜ 本部町  2:24:18
33 4516 亀里 篤子 ｶﾒｻﾞﾄ ｱﾂｺ 名護市  2:24:18
34 4531 比嘉 瑞江 ﾋｶﾞ ﾐｽﾞｴ 名護市  2:26:18
35 4526 宮里 智美 ﾐﾔｻﾞﾄ ｻﾄﾐ 那覇市  2:26:33
36 4558 Cerjan Leslie Cerjan Leslie 沖縄市 Ｃｈｅｎｅｇａ  2:27:13
37 4527 高宮城 千枝美 北中城村  2:27:55
38 4560 桑野 八重子 ｸﾜﾉ ﾔｴｺ 西原町  2:32:48
39 4541 比嘉 香 ﾋｶﾞ ｶｵﾘ 宜野湾市  2:33:31
40 4511 石川 景子 ｲｼｶﾜ ｹｲｺ 東京都 マメと筋肉痛  2:33:35
41 4545 佐藤 初美 ｻﾄｳ ﾊﾂﾐ 恩納村 みゃんまる  2:41:30
42 4534 山城 康代 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽﾖ うるま市  2:42:55
43 4547 小豆沢 詠子 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ｴｲｺ 宜野湾市  2:48:25
44 4551 白井 敬子 ｼﾗｲ ｹｲｺ 茨城県 モンキーガール 2:48:50
45 4503 牧内 久枝 ﾏｷｳﾁ ﾋｻｴ 宜野湾市 コジン  2:49:11
46 4549 ｱﾎﾟﾝﾃ ﾀﾞﾅ ｱﾎﾟﾝﾃ ﾀﾞﾅ 沖縄市  2:51:18
47 4535 白瀚 久子 ｼﾗﾅﾐ ﾋｻｺ 神奈川県  2:52:57
48 4524 田崎 りつ子 ﾀｻｷ ﾘﾂｺ 名護市  2:54:30
49 4546 諸見 まり子 ﾓﾛﾐ ﾏﾘｺ 伊平屋村 ｉｈｅｙａ  2:54:53
50 4529 棚原 あゆみ ﾀﾅﾊﾗ ｱﾕﾐ 名護市  2:55:03
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51 4553 ﾗﾓﾝﾀｸﾞﾝ ﾃｨﾅ ﾗﾓﾝﾀｸﾞﾝ ﾃｨﾅ 沖縄市  2:55:54
52 4536 矢後 優子 ﾔｺﾞ ﾕｳｺ 東京都  3:01:54
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