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第２６回 ２０１８ 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.) 2018-02-18 09:40

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

1 30260 38:22 比嘉　みゆ ﾋｶﾞ ﾐﾕ 沖　縄・名護高校
2 30262 39:45 大城　真歩 ｵｵｼﾛ ﾏﾎ 沖　縄・名護高校
3 30263 40:31 渡慶次　日菜 ﾄｹｼ ﾋﾅ 沖　縄・名護高校
4 30267 40:40 新城 ｸﾘｯｻｼﾞｪｰﾝ ｱﾗｼﾛ ｸﾘｯｻｼﾞｪｰﾝ 沖　縄・北山高校
5 30203 40:51 仲村　香菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 沖　縄・コザ高校
6 30261 41:08 座覇　蘭 ｻﾞﾊ ﾗﾝ 沖　縄・名護高校
7 30248 41:24 石嶺　里沙 ｲｼﾐﾈ ﾘｻ 沖　縄・名護高校
8 30211 42:11 仲間　郁乃 ﾅｶﾏ ｶﾉ 沖　縄・那覇西高校
9 30264 42:16 伊野波　理桜 ｲﾉﾊ ﾘｵ 沖　縄・名護高校

10 30208 42:22 上間　玲夏 ｳｴﾏ ﾚﾅ 沖　縄・コザ高校
11 30220 42:50 金城　明里 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 沖　縄・那覇西高校
12 30244 43:10 仲田　せいら ﾅｶﾀﾞ ｾｲﾗ 沖　縄・コザ高校
13 30250 44:11 大城　愛 ｵｵｼﾛ ｱｲ 沖　縄・那覇西高校
14 30213 44:21 玉城　伶菜 ﾀﾏｼﾛ ﾚｲﾅ 沖　縄・那覇西高校
15 30246 46:33 上原　あかり ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 沖　縄・コザ高校
16 30269 50:20 平良　怜南 ﾀｲﾗ ﾚﾅ 沖　縄・球陽高校
17 30254 56:59 當銘　咲星 ﾄｳﾒ ｻﾎ 沖　縄・那覇高校
18 30205 56:59 上原　みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 沖　縄・那覇高校
19 30204 57:29 上原　日菜子 ｳｴﾊﾗ ﾋﾅｺ 沖　縄・那覇西高校
20 30217 58:08 島袋　ゆきな ｼﾏﾌﾞｸ ﾕｷﾅ 沖　縄・読谷高校
21 30256 1:03:19 渡口　理美 ﾄｸﾞﾁ 沖　縄・宜野湾高校
22 30219 1:04:56 平良　瑛梨佳 ﾀｲﾗ ｴﾘｶ 沖　縄・宮古高校
23 30218 1:05:07 井上　優 ｲﾉｳｴ ﾕｳ 沖　縄・首里東高校
24 30224 1:05:36 渡具知　和紀 ﾄｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 沖　縄・沖縄ろう学校
25 30259 1:06:38 上江洲　凜 ｳｴｽﾞ ﾘﾝ 沖　縄・中部農林高校
26 30206 1:06:47 儀間　由希 ｷﾞﾏ ﾕｳｷ 沖　縄・普天間高校
27 30232 1:06:48 安間　香凜 ﾔｽﾏ ｶﾘﾝ 沖　縄・北中城高校
28 30207 1:08:04 兼元　穂香 ｶﾈﾓﾄ ﾎﾉｶ 沖　縄・美里工業高校
29 30231 1:08:15 伊波　利奏 ｲﾊ ﾘｶﾅ 沖　縄・コザ高校
30 30223 1:08:48 野邊　瑠華 ﾉﾍﾞ ﾘｭｳｶ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
31 30251 1:08:59 永山　月乃 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾂｷﾉ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
32 30201 1:09:13 結城　美玲 ﾕｳｷ ﾐﾚｲ 千　葉・和洋国府台女子高校
33 30230 1:10:39 島根　紫月 ｼﾏﾈ ﾑﾂｷ 沖　縄・中部農林高校
34 30258 1:10:48 平安座　梨々 ﾍﾝｻﾞ ﾘﾘ 沖　縄・宜野湾高校
35 30257 1:10:49 徳田　麗羅 ﾄｸﾀﾞ ﾚｲﾗ 沖　縄・宜野湾高校
36 30239 1:10:54 中村　友音 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾈ 沖　縄・那覇商業高校
37 30215 1:11:12 金城　里佳 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ 沖　縄・前原高校
38 30214 1:11:12 東江　茜奈 ｱｶﾞﾘｴ ｾﾝﾅ 沖　縄・前原高校
39 30228 1:11:15 松川　倫千 ﾏﾂｶﾜ ﾉﾘｶ 沖　縄・沖繩尚学高校
40 30247 1:11:18 崎山　みちる ｻｷﾔﾏ ﾐﾁﾙ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
41 30229 1:11:43 永岡　裕美子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾐｺ 沖　縄・沖繩尚学高校
42 30216 1:14:59 井上　詩織 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 沖　縄・読谷高校
43 30227 1:15:03 具志堅　みれあ ｸﾞｼｹﾝ ﾐﾚｱ 沖　縄・沖繩尚学高校
44 30202 1:15:03 加藤　めぐみ ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 沖　縄・沖繩尚学高校
45 30238 1:16:14 新里　桜 ｼﾝｻﾞﾄ ｻｸﾗ 沖　縄・コザ高校
46 30222 1:17:20 前田　映奈 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅ 沖　縄・西原高校
47 30249 1:19:01 宮城　里奈 ﾐﾔｷﾞ ﾘﾅ 沖　縄・美咲特別支援学校
48 30237 1:19:10 荷川取　桃花 ﾆｶﾜﾄﾞﾘ ﾓﾓｶ 沖　縄・中部農林高校
49 30241 1:19:44 川崎　莉夢 ｶﾜｻｷ ﾘﾑ 沖　縄・沖縄ろう学校
50 30255 1:23:38 當眞　怜菜 ﾄｳﾏ ﾚｲﾅ 沖　縄・宜野湾高校
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30221 玉城　潤葉 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾊ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校 DNF
30240 和宇慶　美咲 ﾜｳｹ ﾐｻｷ 沖　縄・美咲特別支援学校 DNF
30242 知念　しいな ﾁﾈﾝ ｼｲﾅ 沖　縄・前原高校 DNF
30243 仲村　紀子 ﾅｶﾑﾗ ｷｺ 沖　縄・前原高校 DNF
30253 石原　心菜 ｲｼﾊﾗ ｺｺﾅ 沖　縄・沖縄高等特別支援高校 DNF
30209 新垣　歌奈子 ｱﾗｶｷ ｶﾅｺ 沖　縄・コザ高校 DNS
30210 Lu Jia Lin Lu Jia Lin ＣＨＮ・中華人民共和国 DNS
30212 宮城　真子 ﾐﾔｷﾞ ﾏｺ 沖　縄・那覇西高校 DNS
30225 ｵﾊﾞﾄﾞ 結女 ｵﾊﾞﾄﾞ ﾕﾒ 沖　縄・嘉手納高校 DNS
30226 富島　ひより ﾄﾐｼﾏ ﾋﾖﾘ 沖　縄・具志川高校 DNS
30233 稲福　結 ｲﾅﾌｸ ﾕｲ 沖　縄・与勝高校 DNS
30234 新垣　杏璃 ｱﾗｶｷ ｱﾝﾘ 沖　縄・与勝高校 DNS
30235 東江　桃佳 ｱｶﾞﾘｴ ﾓﾓｶ 沖　縄・与勝高校 DNS
30236 榮門　優香 ｴｲﾓﾝ ﾕｳｶ 沖　縄・与勝高校 DNS
30245 小池　明日香 ｺｲｹ ｱｽｶ 沖　縄・コザ高校 DNS
30252 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 DNS
30265 上原　あずみ ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 沖　縄・コザ高校 DNS
30266 比嘉　咲衣果 ﾋｶﾞ ｻｲｶ 沖　縄・北山高校 DNS
30268 真栄田　塁衣 ﾏｴﾀﾞ ﾙｲ 沖　縄・北山高校 DNS

DNF:途中棄権
DNS:欠 場


