
第60回記念NAGOハーフマラソン大会 2019/1/20
3km 一般女子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村1 122 金城　野風 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ 今帰仁中学校 0:10:45今帰仁村2 125 金城　怜海 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ 今帰仁中学校 0:11:19今帰仁村3 104 橘　ゆう ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ 屋部中 0:11:34名護市4 121 呉屋　優梨愛 ｺﾞﾔ ﾕﾘｱ 港川中学校 0:12:02浦添市5 120 大城　佳奈 ｵｵｼﾛ ｶﾅ 0:12:32那覇市6 101 与儀　依子 ﾖｷﾞ ﾖﾘｺ 0:12:55北中城村7 106 山城　萌葵 ﾔﾏｼﾛ ﾓｴｷﾞ 今帰仁中学校 0:13:11今帰仁村8 126 奥間　凜香 ｵｸﾏ ﾘﾝｶ 0:13:48宜野湾市9 124 比嘉　真奈 ﾋｶﾞ ﾏﾅ 宜野座中学校 0:15:02宜野座村10 158 後藤　めぐみ ｺﾞﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 滝川市役所 0:16:14北海道11 116 PHAM NHU NHU ﾌｧﾑ ﾆｭｰ ﾆｭｰ 0:16:16名護市12 145 小原　りさ ｵﾊﾞﾗ ﾘｻ 沖縄三育中学校 0:16:24名護市13 148 津嘉山　美星南 ﾂｶﾔﾏ ﾐﾎﾅ 沖縄三育中学校 0:16:59名護市14 146 本澤　菜々 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅ 沖縄三育中学校 0:17:06名護市15 149 桃原　小妃 ﾓﾓﾊﾗ ｻｷ 沖縄三育中学校 0:17:18名護市16 151 伊藤　あかり ｲﾄｳ ｱｶﾘ 沖縄三育中学校 0:17:36名護市17 127 下地　央華 ｼﾓｼﾞ ﾋﾛｶ 0:17:39那覇市18 103 加藤　渚 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 0:17:42名護市19 150 小湊　あかり ｺﾐﾅﾄ ｱｶﾘ 沖縄三育中学校 0:17:44名護市20 147 旭　陽子 ｱｻﾋ ﾖｳｺ 沖縄三育中学校 0:17:45名護市21 139 岩本　涼香 ｲﾜﾓﾄ ｽｽﾞｶ 0:18:19兵庫県22 144 興古田　梨乃 ﾖｺﾀ ﾘﾉ 沖縄三育中学校 0:18:23名護市23 141 柳　敏子 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｺ 0:18:29栃木県24 155 平良　朋美 ﾀｲﾗ ﾄﾓﾐ 0:18:32那覇市25 154 石嶺　佳乃 ｲｼﾐﾈ ｶﾉ 沖縄国際大学 0:18:32浦添市26 113 平良　敬子 ﾀｲﾗ ｹｲｺ 第一生命名護営業オフィス 0:18:37名護市27 143 中村　節子 ﾅｶﾑﾗ ｾﾂｺ 北海道別海町ＭＣ 0:19:15北海道28 105 伊禮　裕花 ｲﾚｲ ﾕｳｶ 0:19:15浦添市29 131 岩本　ゆかり ｲﾜﾓﾄ ﾕｶﾘ 0:19:42兵庫県30 161 知花　彩香 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ 0:20:55嘉手納町31 123 kinjo saki kinjo saki 0:21:11沖縄市32 157 與那嶺　伶 ﾖﾅﾐﾈ ﾚｲ 0:21:19浦添市33 156 比嘉　恵利華 ﾋｶﾞ ｴﾘｶ 0:21:19浦添市34 115 比嘉　七恵 ﾋｶﾞ ﾅﾅｴ 第一生命名護営業オフィス 0:22:31名護市35 152 三宅　加代子 ﾐﾔｹ ｶﾖｺ 0:22:43山口県36 117 沼澤　ダフニィー ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞﾌﾆｨｰ 0:22:48恩納村37 110 比嘉　弘子 ﾋｶﾞ ﾋﾛｺ 第一生命名護営業オフィス 0:23:14名護市38 112 内間　真奈美 ｳﾁﾏ ﾏﾅﾐ 第一生命名護営業オフィス 0:23:14名護市39 153 杉森　咲野 ｽｷﾞﾓﾘ ｻｸﾔ 0:23:20伊江村40 135 大城　まどか ｵｵｼﾛ ﾏﾄﾞｶ 0:23:24南城市41 137 久高　あゆり ｸﾀﾞｶ ｱﾕﾘ 0:23:33うるま市42 118 名城　里伊子 ﾅｼﾛ ﾘｲｺ 0:23:47那覇市43 142 町田　一子 ﾏﾁﾀﾞ ｲﾁｺ 0:24:09豊見城市44 114 宮城　初美 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾂﾐ 第一生命名護オフィス 0:24:20東村45 111 下山　由香 ｼﾓﾔﾏ ﾕｶ 第一生命名護営業オフィス 0:24:20名護市46 129 名城　志奈 ﾅｼﾛ ｼﾅ 0:24:21那覇市47 134 Garanzini Anna ｶﾞﾗﾝｷﾞﾆ ｱﾅ 0:25:01恩納村48 132 大城　菜穂 ｵｵｼﾛ ﾅﾎ 0:25:14北谷町49 128 久高　よし乃 ｸﾀﾞｶ ﾖｼﾉ 0:25:46糸満市50 107 大城　恵美子 ｵｵｼﾛ ｴﾐｺ 0:27:21糸満市2019年1月20日 1/2 ページTimed by　アイサム
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3km 一般女子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村51 109 与座　裕美子 ﾖｻﾞ ﾕﾐｺ 0:28:07名護市52 108 与那　道代 ﾖﾅ ﾐﾁﾖ 0:28:52名護市53 160 東門　清子 ﾄｳﾓﾝ ｷﾖｺ 0:37:06嘉手納町
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