
【 記 録 表 】 Time:17:03:37 Page: 1

第２５回　おきなわマラソン　きっと出会える　人・夢・愛 審 判 長:久保田　孝之
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.) 2017-02-19 09:40

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

1 30215 37:46 浅井　さくら ｱｻｲ ｻｸﾗ 沖　縄・那覇西高校
2 30214 38:15 儀保　優奈 ｷﾞﾎﾞ ﾕｳﾅ 沖　縄・那覇西高校
3 30206 38:48 大畑　実桜里 ｵｵﾊﾀ ﾐｵﾘ 北海道・札幌日大高校
4 30225 38:58 比嘉　みゆ ﾋｶﾞ ﾐﾕ 沖　縄・名護高校
5 30233 40:17 上原　かなで ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾃﾞ 沖　縄・北山高校
6 30250 40:20 上原　あずみ ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 沖　縄・コザ高校
7 30255 41:06 宮城　登紀子 ﾐﾔｷﾞ ﾄｷｺ 沖　縄・コザ高校
8 30241 41:10 宮城　花音 ﾐﾔｷﾞ ｶﾉﾝ 沖　縄・那覇高校
9 30235 41:20 安座間　ちほ ｱｻﾞﾏ ﾁﾎ 沖　縄・コザ高校

10 30242 41:39 瀬底　かすみ ｾｿｺ ｶｽﾐ 沖　縄・那覇高校
11 30251 42:39 仲田　せいら ﾅｶﾀﾞ ｾｲﾗ 沖　縄・沖縄県
12 30213 42:43 比嘉　観寿妃 ﾋｶﾞ ﾐｽﾞｷ 沖　縄・那覇西高校
13 30222 42:54 石嶺　理沙 ｲｼﾐﾈ ﾘｻ 沖　縄・名護高校
14 30223 42:57 大城　真歩 ｵｵｼﾛ ﾏﾎ 沖　縄・名護高校
15 30234 43:18 玉城　優歌 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｶ 沖　縄・コザ高校
16 30253 44:09 上間　玲夏 ｳｴﾏ ﾚﾅ 沖　縄・コザ高校
17 30224 44:53 座覇　蘭 ｻﾞﾊ ﾗﾝ 沖　縄・名護高校
18 30247 45:59 比嘉　咲衣果 ﾋｶﾞ ｻｲｶ 沖　縄・北山高校
19 30252 47:51 新垣　歌奈子 ｱﾗｶｷ ｶﾅｺ 沖　縄・コザ高校
20 30212 1:00:34 新垣　日菜 ｱﾗｶｷ ﾋﾅ 沖　縄・首里高校
21 30217 1:01:46 比嘉　茜 ﾋｶﾞ ｱｶﾈ 沖　縄・小禄高校
22 30237 1:03:07 外間　もえ乃 ﾎｶﾏ ﾓｴﾉ 沖　縄・普天間高校
23 30228 1:03:27 新井　瑠夏 ｱﾗｲ ﾙｶ 沖　縄・那覇国際高校
24 30207 1:06:17 兼元　穂香 ｶﾈﾓﾄ ﾎﾉｶ 沖　縄・美里工業高校
25 30231 1:07:39 渡口　涼 ﾄｸﾞﾁ ﾘｮｳ 沖　縄・那覇西高校
26 30232 1:08:46 儀間　由希 ｷﾞﾏ ﾕｳｷ 沖　縄・普天間高校
27 30259 1:08:47 金城　千愛美 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁｱﾐ 沖　縄・普天間高校
28 30256 1:09:01 又吉　智絵 ﾏﾀﾖｼ ﾁｴ 沖　縄・与勝高校
29 30258 1:09:01 平田　もも ﾋﾗﾀ ﾓﾓ 沖　縄・与勝高校
30 30226 1:09:17 内間　瑚 ｳﾁﾏ ｻﾝｺﾞ 沖　縄・西原高校
31 30244 1:09:49 宮城　里奈 ﾐﾔｷﾞ ﾘﾅ 沖　縄・美咲特別支援学校
32 30218 1:10:24 立津　裕子 ﾀﾃﾂ ﾕｳｺ 沖　縄・小禄高校
33 30229 1:13:38 国吉　紀恵 ｸﾆﾖｼ ｷｴ 沖　縄・北中城高校
34 30230 1:13:38 比嘉　愛海 ﾋｶﾞ ｱｲﾐ 沖　縄・北中城高校
35 30219 1:13:50 松本　悠花 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 沖　縄・嘉手納高校
36 30216 1:14:42 崎山　みちる ｻｷﾔﾏ ﾐﾁﾙ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
37 30240 1:14:42 與那城　麻紀子 ﾖﾅｼﾛ ﾏｷｺ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
38 30202 1:15:53 上江洲　李花 ｳｴｽﾞ ﾓﾓｶ 沖　縄・美里高校
39 30211 1:16:53 なかえま れい ﾅｶｴﾏ ﾚｲ 沖　縄・前原高校
40 30209 1:16:53 つかやま ほのか ﾂｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 沖　縄・前原高校
41 30208 1:17:00 あらかき みなみ ｱﾗｶｷ ﾐﾅﾐ 沖　縄・前原高校
42 30204 1:17:10 だざい みゆう ﾀﾞｻﾞｲ ﾐﾕｳ 沖　縄・与勝高校
43 30221 1:17:59 宮城　美佐紀 ﾐﾔｷﾞ ﾐｻｷ 沖　縄・西原高校
44 30236 1:18:18 髙江洲　奈穂 ﾀｶｴｽ ﾅﾎ 沖　縄・球陽高校
45 30210 1:18:19 しんざと りさき ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｻｷ 沖　縄・前原高校
46 30203 1:18:38 城間　まなか ｼﾛﾏ ﾏﾅｶ 沖　縄・西原高校
47 30238 1:18:59 名嘉眞　梨々華 ﾅｶﾏ ﾘﾘｶ 沖　縄・前原高校
48 30227 1:19:55 照屋　葉月 ﾃﾙﾔ ﾊﾂﾞｷ 沖　縄・泊高校

30201 宜保　百合香 ｷﾞﾎﾞ ﾕﾘｶ 沖　縄・北中城高校 DNF
30220 伊波　未梨 ｲﾊ ｽｴﾘ 沖　縄・美里高校 DNF

DNF:途中棄権
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30245 具志堅　愛理 ｸﾞｼｹﾝ ｱｲﾘ 沖　縄・島尻特別支援学校 DNF
30205 仲元　蓮 ﾅｶﾓﾄ ﾚﾝ 沖　縄・西原高校 DNS
30239 武本　りな ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ 京　都・京都府 DNS
30243 上原　みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 沖　縄・那覇高校 DNS
30246 山元　舞華 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲｶ 沖　縄・沖縄県 DNS
30248 照屋　百花 ﾃﾙﾔ ﾓｶ 沖　縄・北山高校 DNS
30249 當真　海春 ﾄｳﾏ ﾐﾊﾙ 沖　縄・コザ高校 DNS
30254 仲村　香菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 沖　縄・沖縄県 DNS
30257 仲村　采夏 ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾅ 沖　縄・与勝高校 DNS

DNF:途中棄権
DNS:欠 場


