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1 1686 喜友名 菜苗 ｷﾕﾅ ﾅﾅｴ 沖縄市 デッチアスリートクラブ  0:44:02
2 1605 中山 志保 ﾅｶﾔﾏ ｼﾎ 福岡県  0:51:16
3 1562 比嘉 友里那 ﾋｶﾞ ﾕﾘﾅ 南城市 デッチアスリートクラブ  0:51:50
4 1512 比嘉 美和 ﾋｶﾞ ﾐﾜ 本部町  0:54:12
5 1503 平良 郁子 ﾀｲﾗ ｲｸｺ 嘉手納町  0:54:50
6 1621 荒川 康 ｱﾗｶﾜ ｼｽﾞｶ 東京都  0:55:11
7 1501 野村 里美 ﾉﾑﾗ ｻﾄﾐ 浦添市  0:55:14
8 1538 山内 あゆみ ﾔﾏｳﾁ ｱﾕﾐ 本部町  0:57:09
9 1669 山城 優 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳ 国頭村  0:57:54

10 1521 儀部 希帆 ｷﾞﾌﾞ ｷﾎ 名護市  0:57:59
11 1670 屋良 美音子 ﾔﾗ ﾐﾈｺ 名護市  0:57:59
12 1630 Dianne Leavitt Dianne Leavitt 沖縄市  0:58:32
13 1626 石田 久恵 ｲｼﾀﾞ ﾋｻｴ 東京都  1:00:10
14 1615 与那嶺 さちえ ﾖﾅﾐﾈ ｻﾁｴ 名護市  1:00:42
15 1593 新崎 いずみ ｱﾗｻｷ ｲｽﾞﾐ 沖縄市  1:00:44
16 1693 安里 若菜 ｱｻﾄ ﾜｶﾅ 那覇市  1:01:28
17 1601 梅木 智世 ｳﾒｷ ﾄﾓﾖ 名護市  1:01:40
18 1691 玉城 理恵子 ﾀﾏｷ ﾘｴｺ 那覇市  1:02:05
19 1604 平良 紀子 ﾀｲﾗ ﾉﾘｺ 豊見城市  1:02:10
20 1633 重見 美緒子 ｼｹﾞﾐ ﾐｵｺ 豊見城市  1:02:44
21 1546 原田 ともみ ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 金武町  1:03:10
22 1655 宮平 亜由美 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾕﾐ 那覇市  1:03:45
23 1624 橋本 あかり ﾊｼﾓﾄ ｱｶﾘ 千葉県  1:04:02
24 1623 橋本 恭子 ﾊｼﾓﾄ ｷｮｳｺ 千葉県  1:04:05
25 1627 伊東 浩子 ｲﾄｳ ﾋﾛｺ 東京都  1:04:07
26 1519 古謝 朝美 ｺｼﾞｬ ﾄﾓﾐ 名護市  1:04:11
27 1575 石川 悦子 ｲｼｶﾜ ｴﾂｺ 神奈川県  1:04:41
28 1583 島袋 真澄美 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｽﾐ 那覇市  1:05:24
29 1646 森山 涼子 ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｺ 沖縄市  1:05:41
30 1537 加藤 すみ子 ｶﾄｳ ｽﾐｺ 岡山県  1:06:25
31 1539 山内 みなみ ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅﾐ 本部町  1:06:45
32 1665 新崎 芽里 ｱﾗｻｷ ﾒﾘ 名護市  1:07:15
33 1589 嘉数 美千代 ｶｶｽﾞ ﾐﾁﾖ 那覇市  1:07:17
34 1552 喜屋武 宏子 ｷｬﾝ ﾋﾛｺ 名護市 ときめきＲｕｎクラブ  1:07:22
35 1607 古澤 道世 ﾌﾙｻﾜ ﾐﾁﾖ 大阪府  1:07:28
36 1563 石川 幸奈 ｲｼｶﾜ ﾕｷﾅ 神奈川県  1:07:44
37 1515 我那覇 真子 ｶﾞﾅﾊ ﾏｻｺ 名護市  1:08:13
38 1637 高木 和香子 ﾀｶｷﾞ ﾜｶｺ 名護市  1:08:24
39 1650 高橋 由江 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 岡山県  1:08:29
40 1520 染谷 礼子 ｿﾒﾔ ﾚｲｺ 名護市  1:08:30
41 1622 多田 敦子 ﾀﾀﾞ ｱﾂｺ 神奈川県  1:08:32
42 1505 金城 涼子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｺ 本部町  1:08:37
43 1618 藤村 輝世 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾃﾙﾖ 大阪府  1:08:45
44 1609 竹尾 亜美 ﾀｹｵ ﾂｸﾞﾐ 兵庫県  1:08:46
45 1689 古我知 晴香 ｺｶﾞﾁ ﾊﾙｶ 名護市  1:08:52
46 1595 仲宗根 里菜 ﾅｶｿﾈ ﾘﾅ 那覇市  1:09:56
47 1675 西表 亜沙美 ｲﾘｵﾓﾃ ｱｻﾐ 那覇市  1:10:01
48 1542 宮平 悦子 ﾐﾔﾋﾗ ｴﾂｺ 金武町  1:10:03
49 1639 加藤 弘美 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 嘉手納町  1:10:21
50 1628 植田 良子 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｺ 嘉手納町  1:10:33
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51 1596 長濱 千尋 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾁﾋﾛ 浦添市  1:10:39
52 1506 比嘉 千春 ﾋｶﾞ ﾁﾊﾙ 名護市  1:11:04
53 1536 卯都木 幸代 ｳﾂｷﾞ ﾕｷﾖ 名護市  1:11:06
54 1525 込山 弥菜子 ｺﾐﾔﾏ ﾐﾅｺ 名護市  1:11:09
55 1902 Adrienne Michalek Adrienne Michalek  1:11:29
56 1658 呉屋 愛 ｺﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ 那覇市  1:11:41
57 1600 島 綾乃 ｼﾏ ｱﾔﾉ 名護市  1:11:52
58 1579 大城 志野 ｵｵｼﾛ ｼﾉ 名護市  1:12:00
59 1625 伊舎堂 初美 ｲｼｬﾄﾞｳ ﾊﾂﾐ 那覇市  1:12:08
60 1541 泉川 和子 ｲｽﾞﾐｶﾜ ｶｽﾞｺ 名護市  1:12:11
61 1568 比嘉 愛佳 ﾋｶﾞ ｱｲｶ 名護市  1:12:12
62 1572 宮城 千尋 ﾐﾔｷﾞ ﾁﾋﾛ 名護市  1:12:12
63 1570 具志堅 琴音 ｸﾞｼｹﾝ ｺﾄﾈ 名護市  1:12:12
64 1565 儀間 ほのか ｷﾞﾏ ﾎﾉｶ 本部町  1:12:13
65 1567 仲村 佳奈子 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ 名護市  1:12:13
66 1619 知名 聖香 ﾁﾅ ｻﾄｶ 浦添市  1:12:18
67 1620 新垣 久美子 ｼﾝｶﾞｷ ｸﾐｺ 浦添市  1:12:18
68 1560 普久原 真季 ﾌｸﾊﾗ ﾏｷ 沖縄市  1:12:39
69 1660 砂川 由香利 ｽﾅｶﾜ ﾕｶﾘ 名護市  1:12:46
70 1592 上里 愛 ｳｴｻﾞﾄ ｱｲ 那覇市  1:12:58
71 1649 新垣 優子 ｱﾗｶｷ ﾕｳｺ 北中城村  1:13:16
72 1613 仲宗根 直子 ﾅｶｿﾈ ﾅｵｺ 名護市  1:13:29
73 1549 大城 亜美 ｵｵｼﾛ ｱｲﾐ 東村  1:13:31
74 1550 宮城 美幸 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾕｷ 名護市  1:13:31
75 1692 棚原 優梨子 ﾀﾅﾊﾗ ﾕﾘｺ 名護市  1:13:36
76 1672 花城 文千佳 ﾊﾅｼﾛ ﾌﾐﾁｶ 名護市  1:13:44
77 1527 山本 史織 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 名護市  1:13:44
78 1611 屋宜 さと子 ﾔｷﾞ ｻﾄｺ うるま市  1:13:52
79 1690 橋川 ひな ﾊｼｶﾜ ﾋﾅ 名護市  1:13:55
80 1671 西 悠里 ﾆｼ ﾕﾘ 神奈川県  1:14:21
81 1666 寺澤 藍子 ﾃﾗｻﾜ ｱｲｺ 神奈川県  1:14:21
82 1509 中野 百合恵 ﾅｶﾉ ﾕﾘｴ 沖縄市  1:14:22
83 1556 座間味 洋子 ｻﾞﾏﾐ ﾖｳｺ 南風原町  1:14:24
84 1687 陰木 優 ｶｹﾞｷ ﾕｳ 名護市  1:14:28
85 1641 砂川 綾子 ｽﾅｶﾞﾜ ｱﾔｺ 名護市  1:14:33
86 1645 幸地 直美 ｺｳﾁ ﾅｵﾐ 名護市  1:14:33
87 1640 島元 るみ ｼﾏﾓﾄ ﾙﾐ 浦添市  1:14:33
88 1544 新垣 あかり ｱﾗｶｷ ｱｶﾘ 名護市  1:15:06
89 1564 奥濱 尚野 ｵｸﾊﾏ ﾋｻﾉ 名護市  1:15:07
90 1569 宮城 麻緒 ﾐﾔｷﾞ ﾏｵ 名護市  1:15:07
91 1677 源河 舞乃 ｹﾞﾝｶ ﾏｲﾉ 那覇市  1:15:21
92 1534 城間 香織 ｼﾛﾏ ｶｵﾘ 名護市  1:15:27
93 1533 宮城 正美 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 名護市  1:15:46
94 1597 宮城 孝子 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｺ 名護市  1:15:48
95 1673 根間 理奈子 ﾈﾏ ﾘﾅｺ 西原町  1:16:02
96 1683 上間 沙希 ｳｴﾏ ｻｷ 宜野湾市  1:16:02
97 1598 大前 幸代 ｵｵﾏｴ ｻﾁﾖ 糸満市  1:16:06
98 1584 山城 麻衣子 ﾔﾏｼﾛ ﾏｲｺ 名護市 荻堂組  1:16:09
99 1606 金子 智子 ｶﾈｺ ﾄﾓｺ 福岡県  1:16:13

100 1507 宮城 由香利 ﾐﾔｷﾞ ﾕｶﾘ 国頭村  1:16:17
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101 1680 赤嶺 依里乃 ｱｶﾐﾈ ｴﾘﾉ 浦添市  1:16:48
102 1653 平良 百子 ﾀｲﾗ ﾓﾓｺ 今帰仁村  1:16:51
103 1610 高橋 真美子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾐｺ 新潟県  1:17:02
104 1535 玉那覇 康恵 ﾀﾏﾅﾊ ﾔｽｴ 名護市  1:17:33
105 1634 上原 弘美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ 沖縄市  1:17:38
106 1517 上地 奈々 ｳｴﾁ ﾅﾅ 名護市  1:17:52
107 1612 與儀 遥 ﾖｷﾞ ﾊﾙｶ 北谷町  1:17:52
108 1522 與座 裕美子 ﾖｻﾞ ﾕﾐｺ 名護市  1:17:54
109 1599 田仲 久美子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ 名護市  1:18:07
110 1547 岸本 一美 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 名護市  1:18:25
111 1551 嶺井 知子 ﾐﾈｲ ﾄﾓｺ 名護市  1:18:28
112 1561 金城 保子 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｺ 名護市  1:18:43
113 1617 関 美佳 ｾｷ ﾐｶ 福岡県  1:18:50
114 1616 田辺 愛 ﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 石垣市  1:18:50
115 1635 荒木 瑞枝 ｱﾗｷ ﾐｽﾞｴ 那覇市  1:18:51
116 1667 崎原 沙織 ｻｷﾊﾗ ｻｵﾘ 北谷町  1:19:14
117 1678 大城 育子 ｵｵｼﾛ ｲｸｺ 那覇市  1:19:26
118 1529 枝川 南 ｴｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 大宜味村  1:19:39
119 1528 仲宗根 あずさ ﾅｶｿﾈ ｱｽﾞｻ 名護市 名護市介護長寿課  1:19:40
120 1656 石黒 由紀 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷ 名護市  1:19:40
121 1682 具志 奈々子 ｸﾞｼ ﾅﾅｺ 那覇市 ケイテレフォォン  1:20:00
122 1580 石嶺 久枝 ｲｼﾐﾈ ﾋｻｴ 那覇市  1:20:07
123 1662 久場 晶子 ｸﾊﾞ ｱｷｺ 浦添市  1:20:17
124 1530 与那国 かおり ﾖﾅｸﾞﾆ ｶｵﾘ 名護市  1:20:58
125 1531 糸満 園子 ｲﾄﾏﾝ ｿﾉｺ 那覇市  1:21:06
126 1659 仲本 美也子 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾔｺ 宜野湾市  1:21:09
127 1684 伊佐 綾香 ｲｻ ｱﾔｶ 宜野湾市  1:21:10
128 1636 渡真利 ゆりか ﾄﾏﾘ ﾕﾘｶ 那覇市  1:21:32
129 1582 比嘉 浩子 ﾋｶﾞ ﾋﾛｺ 名護市 荻堂組  1:21:35
130 1614 我如古 香奈子 ｶﾞﾈｺ ｶﾅｺ 名護市  1:21:51
131 1558 宮平 照美 ﾐﾔﾋﾗ ﾃﾙﾐ 名護市  1:21:53
132 1590 嘉数 今日子 ｶｶｽﾞ ｷｮｳｺ 那覇市  1:22:06
133 1511 喜納 望 ｷﾅ ﾉｿﾞﾐ 本部町  1:22:46
134 1685 吉田 華奈子 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｺ 岡山県  1:22:47
135 1629 佐藤 伸子 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 宜野湾市  1:22:51
136 1591 前石野 喜美子 ﾏｴｲｼﾉ ｷﾐｺ 浦添市  1:23:17
137 1540 志良堂 枝美子 ｼﾗﾄﾞｳ ｴﾐｺ 金武町  1:23:30
138 1585 島袋 智代子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾁﾖﾐ 名護市 荻堂組  1:23:36
139 1532 島袋 阿里紗 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾘｻ 名護市  1:23:38
140 1559 大嶺 裕子 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｺ 今帰仁村  1:25:01
141 1588 真栄平 春子 ﾏｴﾋﾗ ﾊﾙｺ うるま市  1:25:08
142 1652 板谷 雪子 ｲﾀﾔ ﾕｷｺ 名護市  1:25:18
143 1664 具志堅 葵 ｸﾞｼｹﾝ ｱｵｲ 北谷町 仲里畳店  1:25:29
144 1508 宮城 梨花 ﾐﾔｷﾞ ﾘｶ 名護市  1:25:49
145 1510 下浦 美香 ｼﾓｳﾗ ﾊﾙｶ 本部町  1:25:50
146 1577 仲原 由香里 ﾅｶﾊﾗ ﾕｶﾘ 名護市  1:25:52
147 1587 佐久本 照子 ｻｸﾓﾄ ﾃﾙｺ うるま市 うるまマスターズ  1:25:55
148 1632 石橋 美恵子 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｴｺ 那覇市  1:25:56
149 1578 宮里 ゆり枝 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕﾘｴ 名護市  1:25:59
150 1574 仲村 茜 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 名護市  1:26:11
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151 1524 玉城 さやか ﾀﾏｼﾛ ｻﾔｶ 名護市  1:26:39
152 1523 金城 華英 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾅｴ 名護市  1:26:39
153 1603 江口 妙子 ｴｸﾞﾁ ﾀｴｺ 名護市  1:26:39
154 1631 新城 まり子 ｱﾗｼﾛ ﾏﾘｺ 南風原町  1:27:44
155 1676 益森 温子 ﾏｽﾓﾘ ｱﾂｺ 岡山県  1:29:14
156 1548 前川 美智 ﾏｴｶﾜ ﾐﾁ 名護市  1:30:28
157 1526 喜納 春蘭 ｷﾅ ｼｭﾝﾗﾝ 北中城村  1:30:50
158 1602 石川 香菜恵 ｲｼｶﾜ ｶﾅｴ 名護市  1:31:11
159 1504 吉田 ゆり恵 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｴ 名護市  1:33:10
160 1543 喜屋武 京子 ｷｬﾝ ｷｮｳｺ 名護市  1:33:35
161 1668 平野 乃理子 ﾋﾗﾉ ﾉﾘｺ 名護市  1:33:39
162 1661 内田 彩 ｳﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 名護市  1:33:40
163 1663 河本 美治 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾊﾙ 名護市  1:34:52
164 1514 岸本 早苗 ｷｼﾓﾄ ｻﾅｴ 名護市  1:35:07
165 1647 新城 淳子 ｱﾗｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ 名護市  1:39:23
166 1638 岸本 智未 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 名護市  1:39:23
167 1573 儀間 萌 ｷﾞﾏ ﾓｴ 東村  2:23:02
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