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第２４回　おきなわマラソン　きっと出会える　人・夢・愛 審 判 長:照屋信雄
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
　　　　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.) 2016-02-21 09:40

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

1 30142 36:49 長山　夢芽 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾒ 沖　縄・北山高校
2 30132 39:25 宮城　登紀子 ﾐﾔｷﾞ ﾄｷｺ 沖　縄・コザ高校
3 30144 40:38 嶋袋　由惟 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｲ 沖　縄・北山高校
4 30146 42:07 上原　かなで ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾃﾞ 沖　縄・北山高校
5 30128 43:04 安座間　千歩 ｱｻﾞﾏ ﾁﾎ 沖　縄・コザ高校
6 30143 43:41 照屋　百花 ﾃﾙﾔ ﾓｶ 沖　縄・北山高校
7 30130 45:05 玉城　優歌 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｶ 沖　縄・コザ高校
8 30115 45:21 仲原　凪歩 ﾅｶﾊﾗ ﾅｷﾞﾎ 沖　縄・普天間高校
9 30129 50:01 粟井　萌絵 ｱﾜｲ ﾓｴ 沖　縄・コザ高校
10 30104 50:55 川口　みのり ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 神奈川・函嶺白百合女子
11 30124 57:01 新里　莉子 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｺ 沖　縄・開邦高校
12 30135 59:50 伊波　琳香 ｲﾊ ﾘﾝｶ 沖　縄・前原高校
13 30118 1:00:52 具志堅　美織 ｸﾞｼｹﾝ ﾐｵﾘ 沖　縄・中部商業
14 30119 1:00:52 岩永　梨沙 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｻ 沖　縄・中部商業
15 30138 1:01:47 勝部　千咲 ｶﾂﾍﾞ ﾁｻｷ 島　根・安来高校
16 30105 1:02:57 儀間　あい ｷﾞﾏ ｱｲ 沖　縄・浦添高校
17 30122 1:03:18 謝花　聖良 ｼﾞｬﾊﾅ ｾｲﾗ 沖　縄・具志川高校
18 30123 1:03:18 古謝　琴巳 ｺｼﾞｬ ｺﾄﾐ 沖　縄・具志川高校
19 30126 1:03:31 丸尾　たから ﾏﾙｵ ﾀｶﾗ 沖　縄・沖縄ｸﾘｽﾁｬﾝｽｸｰﾙ
20 30133 1:04:03 外間　もえ乃 ﾎｶﾏ ﾓｴﾉ 沖　縄・普天間高校
21 30113 1:04:19 東江　真利 ｱｶﾞﾘｴ ﾏﾘ 沖　縄・西原高校
22 30103 1:04:19 小町　仲西 ｺﾏﾁ ﾅｶﾆｼ 沖　縄・西原高校
23 30120 1:04:55 仲宗根　志真 ﾅｶｿﾈ ｼﾏ 沖　縄・美里高校
24 30139 1:04:55 宮城　唯菜 ﾐﾔｷﾞ ﾕﾅ 沖　縄・美里高校
25 30125 1:05:29 石川　聖羅 ｲｼｶﾜ ｾｲﾗ 神奈川・緑ヶ丘女子
26 30136 1:07:36 仲本　千里 ﾅｶﾓﾄ ﾁｻﾄ 沖　縄・前原高校
27 30102 1:07:45 宜保　百合香 ｷﾞﾎﾞ ﾕﾘｶ 沖　縄・北中城高校
28 30107 1:08:41 具志堅　有衣 ｸﾞｼｹﾝ ﾕｲ 沖　縄・中部商業
29 30109 1:08:52 城間　まなか ｼﾛﾏ ﾏﾅｶ 沖　縄・西原高校
30 30108 1:09:09 我如古　諒子 ｶﾞﾈｺ ｱｷｺ 沖　縄・中部商業
31 30134 1:11:40 登川　奈那 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾅﾅ 沖　縄・具志川高校
32 30106 1:12:37 比嘉　美紅 ﾋｶﾞ ﾐｸ 沖　縄・中部商業
33 30110 1:13:16 松田　凪沙 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 沖　縄・石川高校
34 30116 1:13:45 比嘉　菜月 ﾋｶﾞ ﾅﾂｷ 沖　縄・具志川高校
35 30117 1:14:20 渡久地　香林 ﾄｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 沖　縄・具志川高校
36 30137 1:17:03 陳　沛清 陳　沛清 ・新興高校
37 30112 1:17:32 石川　実季 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 沖　縄・具志川高校
38 30127 1:22:15 川満　姫野 ｶﾜﾐﾂ ﾋﾒﾉ 沖　縄・沖縄県

30101 伊禮　春海 ｲﾚｲ ﾊﾙｶ 沖　縄・南風原高校 DNF
30111 與那嶺　侑希 ﾖﾅﾐﾈ ﾕｷ 沖　縄・コザ高校 DNF
30140 具志堅　愛理 ｸﾞｼｹﾝ ｱｲﾘ 沖　縄・沖縄県 DNF
30141 小野寺　夏美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ 沖　縄・島尻特別支援学校 DNF
30114 ﾚﾝｷｽﾄ 蓮 ﾚﾝｷｽﾄ ﾚﾝ 沖　縄・カデナハイスクール DNS
30121 ぎぼ　しおり ｷﾞﾎﾞ ｼｵﾘ 沖　縄・前原高校 DNS
30131 當真　海春 ﾄｳﾏ ﾐﾊﾙ 沖　縄・コザ高校 DNS
30145 島袋　花音 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶﾉﾝ 沖　縄・北山高校 DNS

DNF:途中棄権
DNS:欠 場


