
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 5524 金城 文子 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 名護市  1:44:42
2 5507 宇江城 竹美 ｳｴｼﾛ ﾀｹﾐ 宜野湾市 宜野湾陸友会  1:47:37
3 5532 喜舎場 梨枝 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｴ 中城村  1:49:43
4 5539 伊地 利津子 ｲﾁ ﾘﾂｺ 浦添市  1:51:04
5 5545 松村 桂 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾗ 北海道 ＪＡＬ  1:55:45
6 5525 大城 初枝 ｵｵｼﾛ ﾊﾂｴ 名護市 ときめきランクラブ  1:56:29
7 5544 大城 弘美 ｵｵｼﾛ ﾋﾛﾐ 那覇市 ＡＶＲＣ沖縄  2:04:07
8 5547 青木 えり子 ｱｵｷ ｴﾘｺ 静岡県  2:04:20
9 5541 関 由輝子 ｾｷ ﾕｷｺ 神奈川県 廣田塾  2:04:23

10 5562 佐々木 玲子 ｻｻｷ ﾚｲｺ 北海道 エスマラソン部  2:05:53
11 5554 宮川 美知子 ﾐﾔｶﾜ ﾐﾁｺ 東京都 コナミ大手町  2:07:05
12 5552 ﾅｯｻﾝｽﾞ 和子 ﾅｯｻﾝｽﾞ ｶｽﾞｺ 沖縄市  2:07:55
13 5551 McGill Rita ﾏｸｷﾞﾙ ﾘﾀ うるま市  2:09:47
14 5503 田中 末子 ﾀﾅｶ ｽｴｺ 那覇市  2:13:00
15 5555 稲福 美佐子 ｲﾅﾌｸ ﾐｻｺ 沖縄市  2:15:00
16 5517 宜志 綾子 ｷﾞｼ ｱﾔｺ うるま市 新鮮組６  2:15:10
17 5513 森田 喜代子 ﾓﾘﾀ ｷﾖｺ 糸満市  2:16:09
18 5526 稲福 ﾂｷﾞ子 ｲﾅﾌｸ ﾂｷﾞｺ 東村  2:16:13
19 5561 尾尻 孝子 ｵｼﾞﾘ ﾀｶｺ 那覇市 アミノバリューＲＣ  2:16:17
20 5560 Oznowicz Sassa Oznowicz Sassa 嘉手納町  2:16:43
21 5521 上里 敬子 ｳｴｻﾞﾄ ｹｲｺ 豊見城市  2:18:58
22 5549 北川 敦子 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｺ 京都府  2:19:40
23 5537 内間 由美子 ｳﾁﾏ ﾕﾐｺ 沖縄市  2:19:45
24 5531 大城 加代子 ｵｵｼﾛ ｶﾖｺ 名護市  2:20:31
25 5536 安里 尚子 ｱｻﾄ ﾅｵｺ 糸満市 らんさぽ  2:24:04
26 5501 比嘉 和子 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｺ 名護市 ２１世紀の森ランクラブ  2:27:10
27 5546 長嶺 弘美 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾐ 那覇市  2:27:51
28 5534 田港 美加子 ﾀﾐﾅﾄ ﾐｶｺ 豊見城市  2:27:55
29 5540 本木 美佐子 ﾓﾄｷ ﾐｻｺ 那覇市  2:27:56
30 5516 比嘉 禮子 ﾋｶﾞ ﾚｲｺ 那覇市 漫湖公園走友会  2:27:57
31 5510 比嘉 増美 ﾋｶﾞ ﾏｽﾐ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ  2:27:57
32 5509 嘉数 さつき ｶｶｽﾞ ｻﾂｷ 那覇市  2:28:58
33 5527 嘉手苅 ｽｶﾞ子 ｶﾃﾞｶﾙ ｽｶﾞｺ 名護市  2:31:22
34 5512 上原 光枝 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂｴ 糸満市  2:31:25
35 5535 金城 雅代 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖ 恩納村  2:31:44
36 5528 宮良 貴和子 ﾐﾔﾗ ｷﾜｺ 宜野湾市  2:34:08
37 5506 渡辺 美恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｴｺ 神奈川県  2:34:17
38 5515 棚原 恵子 ﾀﾅﾊﾗ ｹｲｺ 浦添市  2:38:44
39 5522 上里 恵 ｳｴｻﾞﾄ ﾒｸﾞﾐ 那覇市  2:41:15
40 5529 新垣 広美 ｱﾗｶｷ ﾋﾛﾐ うるま市  2:41:54
41 5519 吉村 美登子 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾄｺ うるま市  2:43:14
42 5543 田中 すみ子 ﾀﾅｶ ｽﾐｺ 愛知県  2:44:06
43 5538 親川 春美 ｵﾔｶﾜ ﾊﾙﾐ 名護市  2:44:50
44 5550 真玉橋 尚子 ﾏﾀﾞﾝﾊﾞｼ ﾋｻｺ 那覇市  2:44:57
45 5523 永山 茂美 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾐ 八重瀬町  2:47:12
46 5508 湧川 小百合 ﾜｸｶﾞﾜ ｻﾕﾘ 本部町  2:47:52
47 5553 Hashman Marcia ﾊｯｼｭﾏﾝ ﾏﾙｼｱ 金武町  2:52:20
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