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第２８回 ２０２０ おきなわマラソン　きっと出会える　人・夢・愛 審 判 長:具志堅　進
主　催：中部広域市町村圏事務組合/琉球新報社/沖縄テレビ放送/沖縄陸上競技協会 記録主任:我謝　英之
　　　　沖縄県総合運動公園指定管理者トラステック・ミズノ共同企業体
主　管：おきなわマラソン実行委員会　　共　催：沖縄県高等学校体育連盟
コース：沖縄県総合運動公園スタート・フィニッシュ おきなわマラソンコース
****************************************
* 女子高校 １０ｋｍ *
****************************************
測定区分:ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ(T.T.) 2020-02-16 09:40

順位 No. 記 録 氏 名 NAME 所属団体名 備 考
---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------

1 30246 38:24 関口 七夏海 ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 沖　縄・北山高校
2 30228 39:23 仲 愛琳 ﾅｶ ｱｲﾘﾝ 沖　縄・名護高校
3 30220 40:36 吉元 花 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾅ 沖　縄・名護高校
4 30204 41:31 上原 麻里亜 ｳｴﾊﾗ ﾏﾘｱ 沖　縄・那覇西高校
5 30213 42:26 平安 桃香 ﾋﾗﾔｽ ﾓﾓｶ 沖　縄・那覇西高校
6 30229 42:56 荻堂 李々花 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾘﾘｶ 沖　縄・名護高校
7 30209 43:21 大城 佳奈 ｵｵｼﾛ ｶﾅ 沖　縄・那覇西高校
8 30212 43:48 西銘 美羽 ﾆｼﾒ ﾐｳ 沖　縄・那覇西高校
9 30243 44:58 喜屋武 留菜 ｷｬﾝ ﾙﾅ 沖　縄・知念高校
10 30244 46:01 上原 穂花 ｳｴﾊﾗ ﾎﾉｶ 沖　縄・知念高校
11 30231 46:28 嶺井 瑠莉花 ﾐﾈｲ ﾙﾘｶ 沖　縄・名護高校
12 30203 47:09 仲間 望郁 ﾅｶﾏ ﾉｲ 沖　縄・那覇西高校
13 30219 47:09 佐渡山 真雅 ｻﾄﾞﾔﾏ ﾏﾐﾔ 沖　縄・名護高校
14 30242 51:22 與那嶺 早彩 ﾖﾅﾐﾈ ｻｱﾔ 沖　縄・知念高校
15 30245 52:03 外間 琉架 ﾎｶﾏ ﾙｶ 沖　縄・知念高校
16 30234 53:06 吉門 愛香 ﾖｼｶﾄﾞ ﾏﾅｶ 沖　縄・やえせ高等支援学校高
17 30216 55:52 前田 帆七海 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾅﾐ 沖　縄・開邦高校
18 30208 56:01 米須 もも ｺﾒｽ ﾓﾓ 沖　縄・昭和薬科
19 30205 56:30 Allen Kilana ｱﾚﾝ ｷﾗﾅ 沖　縄・嘉手納高校
20 30206 1:02:28 玉那覇 千花 ﾀﾏﾅﾊ ﾁｶ 沖　縄・普天間高校
21 30201 1:08:15 知花 真奈 ﾁﾊﾞﾅ ﾏﾅ 沖　縄・美里高校
22 30226 1:09:21 伊波 彩華 ｲﾊ ｱﾔｶ 沖　縄・宜野湾高校
23 30217 1:10:38 松本 美空 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 沖　縄・昭和薬科
24 30214 1:10:39 北條 愛莉 ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｲﾘ 沖　縄・昭和薬科
25 30222 1:11:33 砂川 瑠香 ｽﾅｶﾞﾜ ﾙｶ 沖　縄・宜野湾高校
26 30223 1:11:33 具志堅 涼 ｸﾞｼｹﾝ ﾘｮｳ 沖　縄・宜野湾高校
27 30232 1:13:43 宮平 理沙子 ﾐﾔﾋﾗ ﾘｻｺ 沖　縄・八洲学園大学国際高校
28 30250 1:14:33 諸喜田 架子 ｼｮｷﾀ ｶｺ 沖　縄・浦添高校
29 30249 1:14:33 玉那覇 珠羅 ﾀﾏﾅﾊ ｼﾞｭﾗ 沖　縄・浦添高校
30 30240 1:14:47 糸数 茉南 ｲﾄｶｽﾞ ﾏﾅﾝ 沖　縄・美来工科
31 30241 1:17:49 金城 美空 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐｸ 沖　縄・前原高校
32 30202 1:19:44 川崎 莉夢 ｶﾜｻｷ ﾘﾑ 沖　縄・沖縄ろう学校
33 30225 1:19:48 安次嶺 香奈 ｱｼﾐﾈ ｶﾅ 沖　縄・宜野湾高校
34 30238 1:19:51 比嘉 真鈴 ﾋｶﾞ ﾏﾘﾝ 沖　縄・美来工科
35 30236 1:19:51 仲田 萌華 ﾅｶﾀﾞ ﾓｴｶ 沖　縄・美来工科
36 30211 1:21:19 喜友名 花夏 ｷｭｳﾅ ﾊﾙｶ 沖　縄・八洲学園大学国際高校
37 30221 1:21:51 玉城 佑利南 ﾀﾏｷ ﾕﾘﾅ 沖　縄・宜野湾高校
38 30224 1:21:52 大濱 もも ｵｵﾊﾏ ﾓﾓ 沖　縄・宜野湾高校

30218 宮城 珠杏 ﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭｱﾝ 沖　縄・沖縄ろう学校 DNF
30227 桑江 ひなの ｸﾜｴ ﾋﾅﾉ 沖　縄・美咲特別支援学校 DNF
30237 大工廻 琴葉 ﾀｸｴ ｺﾄﾊ 沖　縄・ DNF
30239 上野 日向 ｳｴﾉ ﾋﾅﾀ 沖　縄・美来工科 DNF
30207 Cao Yu Cao Yu ＣＨＮ・中華人民共和国 DNS
30210 見良津 真珠 ﾐﾗﾂ ﾏﾐ 沖　縄・那覇西高校 DNS
30215 小橋川 沙綾 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｻｱﾔ 沖　縄・那覇西高校 DNS
30230 伊野波 理桜 ｲﾉﾊ ﾘｵ 沖　縄・名護高校 DNS
30233 藤木 望未 ﾌｼﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 沖　縄・コザ高校 DNS
30235 宮里 くらら ﾐﾔｻﾞﾄ ｸﾗﾗ 沖　縄・コザ高校 DNS
30247 嶋袋 碧海 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾐ 沖　縄・北山高校 DNS
30248 呉屋 優梨愛 ｺﾞﾔ ﾕﾘｱ 沖　縄・北山高校 DNS

DNF:途中棄権
DNS:欠 場


