
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 5501 金城 文子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 名護市 ときめきＲＵＮ  1:40:09
2 5536 具志堅 裕子 ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳｺ 宜野湾市 浦添ピンキリ  1:42:05
3 5549 當山 幸子 ﾄｳﾔﾏ ｻﾁｺ うるま市 公園走友会  1:42:52
4 5520 花城 末美 ﾊﾅｼﾛ ｽｴﾐ 名護市 ２１森ランクラブ  1:45:51
5 5517 久保田 淳子 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 那覇市 アミノ沖縄  1:45:59
6 5516 饒平名 俊江 ﾖﾍﾅ ﾄｼｴ 読谷村  1:50:24
7 5550 新垣 喜美子 ｱﾗｶｷ ｷﾐｺ 沖縄市  1:58:38
8 5525 渡慶次 初美 ﾄｹｼ ﾊﾂﾐ 沖縄市 チームクース  2:00:22
9 5512 田代 百合子 ﾀｼﾛ ﾕﾘｺ 岐阜県 ゆたかさん命★  2:00:59

10 5523 稲福 美佐子 ｲﾅﾌｸ ﾐｻｺ 沖縄市  2:01:04
11 5524 阿河 直美 ｱｶﾞ ﾅｵﾐ 読谷村  2:05:17
12 5537 比嘉 禮子 ﾋｶﾞ ﾚｲｺ 那覇市 漫湖公園走友会 2:06:16
13 5527 喜舎場 梨枝 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｴ 中城村  2:06:17
14 5519 比嘉 高子 名護市 ２１ランクラブ  2:09:31
15 5505 川崎 洋子 ｶﾜｻｷ ﾖｳｺ 新潟県  2:10:36
16 5547 新垣 孝子 ｱﾗｶｷ ﾀｶｺ うるま市  2:11:36
17 5530 古堅 喜美子 ﾌﾙｹﾞﾝ ｷﾐｺ 読谷村  2:12:58
18 5531 安里 陽子 ｱｻﾄ ﾖｳｺ うるま市  2:13:57
19 5521 稲福 ﾂｷﾞ子 ｲﾅﾌｸ ﾂｷﾞｺ 東村  2:14:09
20 5542 嘉数 直美 ｶｶｽﾞ ﾅｵﾐ 糸満市  2:15:42
21 5552 名嘉真 民子 ﾅｶﾏ ﾀﾐｺ うるま市 石川アリンコ  2:16:32
22 5510 伊野波 京子 ｲﾉﾊ ｷｮｳｺ 那覇市 はりゅう走友会  2:16:57
23 5511 新 洋子 ｱﾗ ﾖｳｺ 南風原町  2:17:00
24 5507 比嘉 和子 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｺ 名護市 ２１森ランクラブ  2:18:46
25 5551 山城 磨由美 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾕﾐ 恩納村  2:18:53
26 5509 酒井 福子 ｻｶｲ ﾌｸｺ 沖縄市  2:18:55
27 5543 知念 悠子 ﾁﾈﾝ ﾕｳｺ 名護市  2:19:53
28 5546 嘉手苅 ｽｶﾞ子 ｶﾃﾞｶﾙ ｽｶﾞｺ 名護市 美酒走遊会  2:19:53
29 5508 仲本 節子 ﾅｶﾓﾄ ｾﾂｺ 名護市  2:21:52
30 5526 嘉数 弘美 ｶｶｽﾞ ﾋﾛﾐ 八重瀬町  2:22:07
31 5503 友利 紀子 ﾄﾓﾘ ﾉﾘｺ 名護市  2:22:39
32 5506 金城 雅代 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖ 恩納村  2:23:58
33 5541 屋我 恵子 ﾔｶﾞ ｹｲｺ 沖縄市  2:27:10
34 5515 新垣 広美 ｱﾗｶｷ ﾋﾛﾐ うるま市  2:28:27
35 5548 照屋 藤江 ﾃﾙﾔ ﾌｼﾞｴ うるま市  2:28:39
36 5535 新垣 美智子 うるま市  2:28:39
37 5555 新城 ちとみ ｼﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｺ 宜野湾市  2:31:46
38 5539 大城 恵美子 ｵｵｼﾛ ｴﾐｺ 那覇市  2:36:27
39 5514 与那嶺 洋子 ﾖﾅﾐﾈ ﾖｰｺ 糸満市  2:38:39
40 5554 川平 美千代 ｶﾜﾋﾗ ﾐﾁﾖ 那覇市  2:41:27
41 5513 島袋 直子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵｺ 那覇市  2:43:07
42 5518 大城 牧子 ｵｵｼﾛ ﾏｷｺ 名護市  2:48:22
43 5532 平良 美佐子 ﾀｲﾗ ﾐｻｺ 名護市  2:49:05
44 5544 神谷 陽子 ｶﾐﾔ ﾖｳｺ 糸満市  2:50:18
45 5529 上原 光枝 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂｴ 糸満市  2:53:51
46 5504 湖城 明美 ｺｼﾞｮｳ ｱｹﾐ 久米島町  2:58:21
47 5540 玉木 春美 ﾀﾏｷ ﾊﾙﾐ 那覇市  2:58:33
48 5533 大城 静枝 ｵｵｼﾛ ｼｽﾞｴ 八重瀬町  2:58:41
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