
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 10005 淀江　亮介 ﾖﾄﾞｴ ﾘｮｳｽｹ 南城市 0:37:222 10006 上原　秀太 ｳｴﾊﾗ ｼｭｳﾀ 糸満市 0:37:583 10008 古堅　幸太 ﾌﾙｹﾞﾝ ｺｳﾀ 国頭村 0:38:564 10671 神山　正 ｶﾐﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 豊見城市 0:40:405 10009 金城　敦 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 浦添市 0:41:296 10011 玉城　尚也 ﾀﾏｷ ﾅｵﾔ 那覇市 0:41:517 10096 又吉　直也 ﾏﾀﾖｼ ﾅｵﾔ うるま市 0:42:168 10013 嘉陽　宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 沖縄市 0:42:469 10025 嶺井　和磨 ﾐﾈｲ ｶｽﾞﾏ 南城市 0:42:4910 10027 宮里　尚広 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵﾋﾛ 浦添市 0:43:3411 10033 原　慎一 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 那覇市 0:43:5912 10019 蔵盛　章仁 ｸﾗﾓﾘ ｱｷﾋﾄ 八重瀬町 0:44:0713 10073 石川　響 ｲｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ うるま市 0:44:0814 10010 安里　正已 ｱｻﾄ ﾏｻﾐ 糸満市 0:44:1315 10044 近村　滉太 ﾁｶﾑﾗ ｺｳﾀ 恩納村 0:44:4016 10012 玉那覇　航 ﾀﾏﾅﾊ ﾜﾀﾙ 浦添市 0:44:4817 10024 松野　耕平 ﾏﾂﾉ ｺｳﾍｲ うるま市 0:45:3418 10049 我如古　龍雅 ｶﾞﾈｺ ﾘｭｳｶﾞ うるま市 0:45:4019 10066 名嘉眞　儀栄 ﾅｶﾏ ｷﾞｴｲ うるま市 0:45:4920 10149 吉川　太郎 ｷｯｶﾜ ﾀﾛｳ 石垣市 0:45:5821 10141 上原　貴一 ｳｴﾊﾗ ｷｲﾁ 南風原町 0:46:0522 10052 玉城　有騎 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｷ 豊見城市 0:46:1423 10057 前城　斉司 ﾏｴｼﾛ ﾋﾄｼ 南風原町 0:46:3024 10077 山城　清四郎 ﾔﾏｼﾛ ｾｲｼﾛｳ 南城市 0:46:4225 10071 儀間　隆祥 ｷﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 嘉手納町 0:47:0426 10145 天願　瑠人 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾘｭｳﾄ 金武町 0:47:1327 10083 佐渡山　享 ｻﾄﾞﾔﾏ ｽｽﾑ うるま市 0:47:1428 10084 谷村　寧峰 ﾀﾆﾑﾗ ﾈｲﾎｳ うるま市 0:47:2529 10075 井上　秀信 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ うるま市 0:47:4230 10068 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 那覇市 0:47:5031 10081 当山　忠 ﾄｳﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ うるま市 0:47:5332 10139 森根　新 ﾓﾘﾈ ｱﾗﾀ うるま市 0:47:5533 10175 島田　挙吾 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ うるま市 0:48:0234 10154 座喜味　史郎 ｻﾞｷﾐ ｼﾛｳ うるま市 0:48:1735 10045 久高　将貴 ｸﾀﾞｶ ﾏｻｷ 那覇市 0:48:2036 10039 亀井　聡 ｶﾒｲ ｿｳ うるま市 0:48:5737 10069 仲間　智洋 ﾅｶﾏ ﾄﾓﾋﾛ 沖縄市 0:49:0138 10107 當山　光裕 ﾄｳﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ うるま市 0:49:0639 10061 堤　祐太朗 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 那覇市 0:49:1240 10036 玉屋　諒 ﾀﾏﾔ ﾘｮｳ 浦添市 0:49:1741 10129 上原　安弘 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 糸満市 0:49:2242 10803 太田　隆誠 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ うるま市 0:49:2443 10034 新垣　卓 ｱﾗｶｷ ｽｸﾞﾙ 宜野湾市 0:49:2644 10038 大城　太志 ｵｵｼﾛ ﾀｲｼ 豊見城市 0:49:4045 10007 高良　風雅 ﾀｶﾗ ﾌｳｶﾞ 那覇市 0:49:5846 11860 平川　翔 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ 金武町 0:49:5947 10153 天願　和瀬 ﾃﾝｶﾞﾝ ｶｽﾞｾ うるま市 0:50:0048 10090 Sarmah Hemanta ｼﾔﾙﾏ ﾍﾏﾝﾀ 恩納村 0:50:0449 10160 具志堅　瑞生 ｸﾞｼｹﾝ ﾐｽﾞｷ 宜野湾市 0:50:0850 10125 佐久田　勝也 ｻｸﾀﾞ ｶﾂﾔ うるま市 0:50:1851 10197 平良　貴之 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 南風原町 0:50:1952 10078 本田　宝生 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾐｵ うるま市 0:50:2153 10152 天願　博喜 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛｷ うるま市 0:50:2954 10182 上江洲　悟 ｳｴｽﾞ ｻﾄﾙ うるま市 0:50:3155 10062 當眞　嗣敏 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾄｼ 沖縄市 0:50:3856 10020 新川　秀太 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳﾀ 沖縄市 0:50:3957 10144 知念　伶弥 ﾁﾈﾝ ﾚｲﾔ 恩納村 0:50:5658 10169 平良　和久 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾋｻ うるま市 0:51:0059 10179 稲嶺　誠那 ｲﾅﾐﾈ ｾﾅ 宜野湾市 0:51:0860 10183 德門　清順 ﾄｸｼﾞｮｳ ｾｲｼﾞｭﾝ うるま市 0:51:2361 10113 高安　一平 ﾀｶﾔｽ ｲｯﾍﾟｲ 糸満市 0:51:3862 10403 伊波　龍太 ｲﾊ ﾘｭｳﾀ うるま市 0:51:39
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順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/763 10187 仲間　祐介 ﾅｶﾏ ﾕｳｽｹ 金武町 0:51:3964 10106 金城　孝宜 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾉﾘ 浦添市 0:51:4065 12131 金城　盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 名護市 0:51:4266 10222 宮城　健人 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝﾄ うるま市 0:51:4367 10091 安富祖　聖 ｱﾌｿ ｷﾖｼ 金武町 0:51:4468 11233 真栄喜　心利 ﾏｴｷ ｼﾝﾘ うるま市 0:51:4569 10192 金城　秀哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾔ 本部町 0:51:5170 10102 濱野　貴明 ﾊﾏﾉ ﾀｶｱｷ 恩納村 0:51:5171 10047 大城　勇悟 ｵｵｼﾛ ﾕｳｺﾞ うるま市 0:51:5672 10076 比嘉　盛照 ﾋｶﾞ ﾓﾘｱｷ 沖縄市 0:52:0373 10555 伊禮　健人 ｲﾚｲ ｹﾝﾄ うるま市 0:52:2474 10074 與那覇　湊 ﾖﾅﾊ ﾐﾅﾄ 読谷村 0:52:2875 10028 金城　寛人 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ うるま市 0:52:3076 10041 安富祖　龍斗 ｱﾌｿ ﾘｭｳﾄ 金武町 0:52:3677 10576 藤岡　正樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻｷ 宜野湾市 0:52:4378 10063 比嘉　昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 名護市 0:52:4879 10585 岩下　歩夢 ｲﾜｼﾀ ｱﾕﾑ 沖縄市 0:53:0680 10513 Nick Jones ﾆｯｸ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 外国人 0:53:1281 10100 金城　直 ｷﾝｼﾞｮｳ ｽﾅｵ 豊見城市 0:53:2182 12077 TELTHORST PAUL ﾃﾙﾎｰｽﾄ ﾎﾟｰﾙ 豊見城市 0:53:2383 10184 知念　真吾 ﾁﾈﾝ ｼﾝｺﾞ 南城市 0:53:2484 10132 宮城　創 ﾐﾔｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 0:53:2585 10206 Weidner Scott ﾜｲﾄﾞﾅ ｽｺｯﾄ 外国人 0:53:3086 10493 大城　倖太 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀ うるま市 0:53:3887 10168 城間　章光 ｼﾛﾏ ｱｷﾐﾂ 南風原町 0:53:4888 10438 CICCOCIOPPO BRYAN ﾁｺﾁｮｰﾎﾟ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 沖縄市 0:53:5989 10353 山内　昌拡 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市 0:54:0390 10140 米須　歩夢 ｺﾒｽ ｱﾕﾑ うるま市 0:54:0391 10108 瑞慶覧　朝仁 ｽﾞｹﾗﾝ ﾄﾓﾋﾄ 那覇市 0:54:0392 10223 島袋　暉 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋｶﾘ 沖縄市 0:54:1693 10424 照屋　大輝 ﾃﾙﾔ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:54:1694 10244 島袋　千寛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾁﾋﾛ 沖縄市 0:54:1695 10119 Simpson James Wilpault DavidSimpson James Wilpault David恩納村 0:54:1796 10087 與那覇　厚 ﾖﾅﾊ ｱﾂｼ 読谷村 0:54:2597 10281 上原　俊彦 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 那覇市 0:54:2598 10126 上原　基志 ｳｴﾊﾗ ﾓﾄｼ 読谷村 0:54:3099 10204 比嘉　三雄 ﾋｶﾞ ﾐﾂｵ 名護市 0:54:36100 11022 真栄喜　碧利 ﾏｴｷ ｶｲﾘ うるま市 0:54:41101 10564 立津　きあん ﾀﾃﾂ ｷｱﾝ 沖縄市 0:54:42102 10155 山内　琉空 ﾔﾏｳﾁ ﾘｸｳ 沖縄市 0:54:46103 10211 Scott Patterson ｽｺｯﾄ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 外国人 0:54:49104 10479 長尾　賢一 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｲﾁ 南風原町 0:54:56105 10150 儀間　長徳 ｷﾞﾏ ﾁｮｳﾄｸ 糸満市 0:54:58106 10017 仲里　蓮 ﾅｶｻﾞﾄ ﾚﾝ うるま市 0:55:09107 10225 池田　章洋 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ うるま市 0:55:13108 10117 金城　勝 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾙ うるま市 0:55:17109 10094 Vermehren Paul ﾊﾞﾐﾚﾝ ﾎﾟｰﾙ 那覇市 0:55:17110 10502 饒平名　星伍 ﾖﾍﾅ ｼｮｳｺﾞ うるま市 0:55:18111 10196 徳本　一之 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 沖縄市 0:55:19112 10261 比嘉　敏雄 ﾋｶﾞ ﾄｼｵ うるま市 0:55:24113 10128 平良　友三 ﾀｲﾗ ﾕｳｿﾞｳ 沖縄市 0:55:26114 10217 新城　保樹 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｷ 名護市 0:55:32115 10194 祖堅　光信 ｿｹﾝ ﾐﾂﾉﾌﾞ うるま市 0:55:39116 10163 緑間　叶夢 ﾐﾄﾞﾘﾏ ｶﾅﾑ うるま市 0:55:47117 10193 渡久地　修登 ﾄｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ うるま市 0:55:48118 10026 松本　琉吾 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｺﾞ 金武町 0:55:56119 10426 恩納　一希 ｵﾝﾅ ｲﾂｷ うるま市 0:55:57120 10122 仲尾　斗樹也 ﾅｶｵ ﾄｷﾔ うるま市 0:55:58121 10651 宜保　馨 ｷﾞﾎﾞ ｶｵﾙ 糸満市 0:56:00122 10243 安慶名　琉昊 ｱｹﾞﾅ ﾘﾝ うるま市 0:56:11123 10276 川満　琉矢 ｶﾜﾐﾂ ﾘｭｳﾔ 宜野湾市 0:56:11124 10378 前門　直彦 ﾏｴｼﾞｮｳ ﾅｵﾋｺ うるま市 0:56:15



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7125 10498 島袋　伊織 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｲｵﾘ うるま市 0:56:39126 10050 知花　賢孝 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｺｳ 西原町 0:56:40127 10232 石田　良太 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 那覇市 0:56:40128 10581 祖堅　勇助 ｿｹﾝ ﾕｳｽｹ うるま市 0:56:42129 10579 幸地　均 ｺｳﾁ ﾋﾄｼ 那覇市 0:56:50130 10003 新川　達也 ｱﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ 西原町 0:56:56131 10293 徳里　政智 ﾄｸｻﾞﾄ ﾏｻﾄﾓ うるま市 0:56:57132 10264 照屋　敦弘 ﾃﾙﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ うるま市 0:57:01133 10110 寺田　翔星 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ うるま市 0:57:03134 10161 奥間　健太 ｵｸﾏ ｹﾝﾀ 宜野湾市 0:57:04135 10178 知念　誇太郎 ﾁﾈﾝ ｺﾀﾛｳ うるま市 0:57:11136 10818 仲宗根　辰已 ﾅｶｿﾈ ﾀﾂﾐ 沖縄市 0:57:15137 10511 与那嶺　太一 ﾖﾅﾐﾈ ﾀｲﾁ 那覇市 0:57:17138 10326 上原　真治 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 糸満市 0:57:17139 10098 長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 糸満市 0:57:18140 10263 大塚　信明 ｵｵﾂｶ ﾉﾌﾞｱｷ 新潟県 0:57:21141 10267 新城　博文 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 名護市 0:57:29142 10181 大城　逸人 ｵｵｼﾛ ﾊﾔﾄ うるま市 0:57:32143 10485 宜保　慎也 ｷﾞﾎﾞ ｼﾝﾔ 読谷村 0:57:33144 10257 東門　希竜 ﾄｳﾓﾝ ｷﾘｭｳ うるま市 0:57:36145 10731 赤島　大介 ｱｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 北谷町 0:57:36146 10166 山城　長信 ﾔﾏｼﾛ ﾁｮｳｼﾝ うるま市 0:57:37147 10219 宮城　伸琉 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾘｭｳ うるま市 0:57:55148 11367 岸良　武徳 ｷｼﾗ ﾀｹﾉﾘ 読谷村 0:57:58149 10212 安里　浩 ｱｻﾄ ﾋﾛｼ 宜野湾市 0:57:59150 10448 野沢　翼 ﾉｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ うるま市 0:58:08151 10221 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 沖縄市 0:58:09152 10661 松本　光裕 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 那覇市 0:58:09153 10185 渡名喜　健 ﾄﾅｷ ﾀｹｼ うるま市 0:58:13154 10497 比嘉　泰成 ﾋｶﾞ ﾀｲｾｲ うるま市 0:58:14155 10503 前田　公也 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾔ うるま市 0:58:14156 10173 神谷　和彦 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 0:58:16157 10214 川上　竜士 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂｼ 今帰仁村 0:58:18158 10283 片桐　理 ｶﾀｷﾞﾘ ｵｻﾑ 神奈川県 0:58:18159 10707 石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ うるま市 0:58:19160 11261 石川　流唯 ｲｼｶﾜ ﾙｲ うるま市 0:58:21161 10190 仲元　勇貴 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｷ 沖縄市 0:58:25162 11096 東江　直人 ｱｶﾞﾘｴ ﾅｵﾄ 沖縄市 0:58:29163 10120 上江洲　侠平 ｳｴｽﾞ ｷｮｳﾍｲ うるま市 0:58:30164 10454 島袋　栄 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻｶｴ 沖縄市 0:58:35165 11840 宮城　了士 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 那覇市 0:58:36166 10198 吉田　辰男 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 沖縄市 0:58:39167 10328 金城　正樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 南風原町 0:58:40168 10040 矢羽田　朋英 ﾔﾊﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 宜野湾市 0:58:47169 10241 西根　知希 ﾆｼﾈ ﾄﾓｷ うるま市 0:58:59170 11787 仲宗根　幸栄 ﾅｶｿﾈ ｺｳｴｲ 本部町 0:59:03171 10292 玉城　勇太 ﾀﾏｷ ﾕｳﾀ 名護市 0:59:03172 10412 大屋　陽樹 ｵｵﾔ ﾊﾙｷ うるま市 0:59:07173 10080 玉城　雄作 ﾀﾏｼﾛ ﾕｳｻｸ 糸満市 0:59:08174 10240 玉城　正實 ﾀﾏｼﾛ ﾏｻﾐ 南城市 0:59:10175 10176 嶺井　政守 ﾐﾈｲ ﾏｻﾓﾘ 今帰仁村 0:59:11176 10494 徳森　一春 ﾄｸﾓﾘ ｶｽﾞﾊﾙ うるま市 0:59:14177 10890 Rose Matthew Rose Matthew うるま市 0:59:15178 10203 宇良　宗光 ｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 読谷村 0:59:16179 10461 高良　一聖 ﾀｶﾗ ｲｯｾｲ 那覇市 0:59:19180 10180 照屋　邦男 ﾃﾙﾔ ｸﾆｵ 那覇市 0:59:24181 10536 金城　一誓 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾁｶ 那覇市 0:59:25182 11843 親里　章宏 ｵﾔｻﾄ ｱｷﾋﾛ 那覇市 0:59:27183 10148 ｱｰﾆｰ ﾏｲｹﾙ ｱｰﾆｰ ﾏｲｹﾙ 南城市 0:59:27184 10235 山内　公靖 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｾｲ 沖縄市 0:59:33185 10269 佐次田　真輝 ｻｼﾀﾞ ﾏｻｷ うるま市 0:59:38186 10338 宮里　直樹 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵｷ 宜野湾市 0:59:38



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7187 10294 新垣　勝二 ｱﾗｶｷ ｶﾂｼﾞ 沖縄市 0:59:45188 10262 Kiyoyuki Nago ｷﾖﾕｷ ﾅｺﾞ うるま市 0:59:47189 10352 登川　清史 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷﾖﾌﾐ 沖縄市 0:59:48190 10765 知念　功二 ﾁﾈﾝ ｺｳｼﾞ 沖縄市 0:59:48191 10018 川平　敬也 ｶﾜﾋﾗ ｹｲﾔ うるま市 0:59:48192 10611 島袋　覚 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄﾙ うるま市 0:59:49193 10086 山里　正明 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾏｻｱｷ うるま市 0:59:51194 10287 花城　可樹 ﾊﾅｼﾛ ﾖｼｷ 沖縄市 0:59:52195 10259 八谷　正己 ﾊﾁﾔ ﾏｻｷ うるま市 0:59:55196 10301 宇座　徳隆 ｳｻﾞ ﾉﾘﾀｶ 宜野湾市 1:00:01197 10213 瑞慶覧　稔 ｽﾞｹﾗﾝ ﾐﾉﾙ うるま市 1:00:01198 10288 島袋　道伍 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄｳｺﾞ 沖縄市 1:00:02199 10476 真鶴　凜 ﾏﾂﾞﾙ ﾘﾝ うるま市 1:00:03200 11923 慶田　喜与斗 ｹｲﾀﾞ ｷﾖﾄ 沖縄市 1:00:06201 10540 久高　唯樹 ｸﾀﾞｶ ﾀﾀﾞｷ うるま市 1:00:07202 10478 山城　巧 ﾔﾏｼﾛ ﾀｸﾐ 糸満市 1:00:10203 10205 道下　聡 ﾐﾁｼﾀ ｻﾄｼ 宜野湾市 1:00:13204 10097 知念　直人 ﾁﾈﾝ ﾅｵﾄ うるま市 1:00:14205 10553 名嘉村　勇 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ うるま市 1:00:21206 10174 加原　良 ｶﾊﾗ ﾘｮｳ 沖縄市 1:00:31207 10055 寺園　龍矢 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾀﾂﾔ 沖縄市 1:00:38208 10993 仲松　帝 ﾅｶﾏﾂ ﾐｶﾄﾞ うるま市 1:00:40209 10491 赤平　東一朗 ｱｶﾋﾗ ﾄｳｲﾁﾛｳ うるま市 1:00:44210 10489 新川　光 ｱﾗｶﾜ ﾋｶﾙ うるま市 1:00:44211 11816 當眞　嗣久 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾋｻ 読谷村 1:00:48212 10444 仲吉　朝済 ﾅｶﾖｼ ﾄﾓﾅﾘ 宜野湾市 1:00:48213 10694 中村　彦次 ﾅｶﾑﾗ ﾋｺｼﾞ 名護市 1:01:06214 10642 田場　宜信 ﾀﾊﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 沖縄市 1:01:07215 10604 與那覇　淳 ﾖﾅﾊ ｱﾂｼ うるま市 1:01:09216 10248 比嘉　理 ﾋｶﾞ ｵｻﾑ うるま市 1:01:10217 10466 玉那覇　一希 ﾀﾏﾅﾊ ｶｽﾞｷ うるま市 1:01:10218 10228 吉田　誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ うるま市 1:01:11219 10455 天願　球翔 ﾃﾝｶﾞﾝ ｷｭｳﾄ うるま市 1:01:13220 10258 中村　寿文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 南風原町 1:01:15221 10290 山城　圭祐 ﾔﾏｼﾛ ｹｲｽｹ 読谷村 1:01:15222 10115 小谷　良智 ｺﾀﾆ ﾖｼﾄﾓ うるま市 1:01:16223 10266 伊禮　藤則 ｲﾚｲ ﾌｼﾞﾉﾘ 沖縄市 1:01:17224 10302 伊保　誠 ｲﾎ ﾏｺﾄ うるま市 1:01:22225 12006 桑江　飛吾 ｸﾜｴ ﾄｱ うるま市 1:01:29226 10208 内間　安俊 ｳﾁﾏ ﾔｽﾄｼ うるま市 1:01:33227 10191 砂川　光 ｽﾅｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 宜野湾市 1:01:35228 10373 近村　安里 ﾁｶﾑﾗ ｱｻﾄ 恩納村 1:01:38229 10474 長浜　茉凜 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾘﾝ うるま市 1:01:39230 10054 根間　陸叶 ﾈﾏ ﾘｸﾄ 西原町 1:01:40231 10218 宮城　伸一 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝｲﾁ うるま市 1:01:42232 10613 吉濱　勝喜 ﾖｼﾊﾏ ｶﾂｷ うるま市 1:01:48233 10250 石川　弥幸 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 1:01:52234 10713 金城　栄繁 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴｲﾊﾝ 西原町 1:01:58235 10688 比嘉　秀人 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 那覇市 1:02:05236 10882 上蔵　宏和 ｳｴｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ うるま市 1:02:05237 10445 新川　亮斗 ｱﾗｶﾜ ｱｷﾄ 宜野湾市 1:02:08238 10167 渡口　結斗 ﾄｸﾞﾁ ﾕｲﾄ うるま市 1:02:16239 10171 照屋　煌斗 ﾃﾙﾔ ｷﾗﾄ うるま市 1:02:16240 10201 新垣　行康 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾔｽ 沖縄市 1:02:18241 10247 常田　智也 ﾂﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 那覇市 1:02:25242 10121 新川　勇気 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｷ うるま市 1:02:32243 10549 安里　武 ｱｻﾄ ﾀｹｼ 西原町 1:02:32244 10391 山城　健児 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ うるま市 1:02:36245 10307 よねた　ひろのぶ ﾖﾈﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 糸満市 1:02:43246 10286 山根　樹 ﾔﾏﾈ ｲﾂｷ うるま市 1:02:43247 10295 神谷　凱斗 ｶﾐﾔ ｶﾞｲﾄ 読谷村 1:02:44248 11724 神谷　嘉智 ｶﾐﾔ ﾖｼﾄﾓ 読谷村 1:02:45



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7249 10046 伊波　政琉 ｲﾊ ｾｲﾘｭｳ うるま市 1:02:45250 10053 金城　敏明 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄｼｱｷ 糸満市 1:02:46251 10607 与儀　善一 ﾖｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ 西原町 1:02:47252 11599 吉田　大輝 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 沖縄市 1:02:47253 11600 新里　ジュリアン ｼﾝｻﾞﾄ ｼﾞｭﾘｱﾝ 宜野湾市 1:02:48254 10677 草野　強 ｸｻﾉ ﾂﾖｼ うるま市 1:03:00255 10637 喜屋武　正秀 ｷｬﾝ ﾏｻﾋﾃﾞ 南城市 1:03:06256 10705 波平　靖夫 ﾅﾐﾋﾗ ﾔｽｵ うるま市 1:03:07257 10339 宮里　彦徳 ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾞﾝﾄｸ 宜野湾市 1:03:09258 11924 上江洲　輝 ｳｴｽﾞ ｱﾂｷ 沖縄市 1:03:10259 10698 大城　英明 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 金武町 1:03:13260 10921 山川　友明 ﾔﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ うるま市 1:03:20261 10905 平良　繁信 ﾀｲﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 沖縄市 1:03:22262 10755 仲宗根　和広 ﾅｶｿﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 名護市 1:03:27263 10226 玉木　翔之 ﾀﾏｷ ｼｮｳﾉ 那覇市 1:03:32264 10369 下地　海渡 ｼﾓｼﾞ ｶｲﾄ うるま市 1:03:33265 11808 比嘉　勝政 ﾋｶﾞ ｶﾂﾏｻ 名護市 1:03:34266 11021 竹下　實 ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾙ うるま市 1:03:37267 10649 松田　栄 ﾏﾂﾀﾞ ｻｶｴ うるま市 1:03:38268 10265 川上　親吾 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｺﾞ 本部町 1:03:40269 10578 當真　嗣滿 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾐﾂ うるま市 1:03:43270 10672 高江洲　芳直 ﾀｶｴｽ ﾖｼﾅｵ うるま市 1:03:46271 10680 野村　朝哉 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾔ 浦添市 1:03:49272 10379 平山　裕也 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 沖縄市 1:03:54273 10760 仲泊　安洋 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ﾔｽﾋﾛ 沖縄市 1:04:01274 10640 田場　凌太朗 ﾀﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 沖縄市 1:04:03275 11871 宮城　孝博 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 沖縄市 1:04:04276 10837 冨着　昌次 ﾌﾁｬｸ ﾏｻｼﾞ うるま市 1:04:05277 10189 瑞慶山　良隆 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ うるま市 1:04:05278 10246 宮野　康隆 ﾐﾔﾉ ﾔｽﾀｶ 北谷町 1:04:07279 10309 上原　孝眞 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾝ うるま市 1:04:10280 11892 王　龍生 ｵｳ ﾘｭｳｾｲ 那覇市 1:04:10281 10386 瀬名波　孝也 ｾﾅﾊ ｺｳﾔ 金武町 1:04:11282 10879 大嶺　錦斗 ｵｵﾐﾈ ﾆｷﾄ 沖縄市 1:04:13283 11935 儀間　幸喜 ｷﾞﾏ ｺｳｷ 北谷町 1:04:15284 10543 安次富　玲 ｱｼﾄﾐ ﾘｮｳ 沖縄市 1:04:16285 10400 桑江　良弥 ｸﾜｴ ﾖｼﾔ 金武町 1:04:17286 10979 喜納　昌輝 ｷﾅ ﾏｻｷ 浦添市 1:04:17287 10831 徳田　尚弥 ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳﾔ うるま市 1:04:27288 10070 東徳嶺　元貴 ﾋｶﾞｼﾄｸﾐﾈ ﾓﾄｷ うるま市 1:04:30289 10603 安谷屋　和希 ｱﾀﾞﾆﾔ ｶｽﾞｷ 那覇市 1:04:31290 10517 上原　優汰 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 那覇市 1:04:32291 10291 比嘉　茂博 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 宜野湾市 1:04:33292 11989 比嘉　正史 ﾋｶﾞ ﾏｻｼ 沖縄市 1:04:34293 10195 波照間　健一 ﾊﾃﾙﾏ ｹﾝｲﾁ 豊見城市 1:04:34294 10751 平　智之 ﾀｲﾗ ﾄﾓﾕｷ 那覇市 1:04:35295 10186 宮國　直樹 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾅｵｷ 沖縄市 1:04:36296 10848 屋良　朝幸 ﾔﾗ ﾉﾘﾕｷ うるま市 1:04:40297 11958 照屋　稀生 ﾃﾙﾔ ｷﾘｭｳ うるま市 1:04:40298 11511 與那覇　琢 ﾖﾅﾊ ﾀｸﾐ 中城村 1:04:41299 10162 隈部　哲成 ｸﾏﾍﾞ ﾃﾂﾅﾘ うるま市 1:04:41300 11804 後原　保光 ｱﾄﾊﾗ ﾔｽﾐﾂ 西原町 1:04:45301 11534 土屋　光良 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾖｼ 読谷村 1:04:49302 10170 與那覇　聡 ﾖﾅﾊ ｻﾄｼ 中城村 1:04:49303 10133 伊波　琉 ｲﾊ ﾘｭｳ 恩納村 1:04:55304 10563 與那嶺　陸 ﾖﾅﾐﾈ ﾘｸ うるま市 1:04:56305 10562 蔵元　星弥 ｸﾗﾓﾄ ｾｲﾔ うるま市 1:04:56306 10306 野原　善之 ﾉﾊﾗ ﾖｼﾕｷ うるま市 1:05:14307 10318 佐久本　光章 ｻｸﾓﾄ ﾋﾛｱｷ うるま市 1:05:16308 10756 玉那覇　勝也 ﾀﾏﾅﾊ ｶﾂﾔ 西原町 1:05:17309 10708 宮城　行夫 ﾐﾔｷﾞ ﾕｷｵ うるま市 1:05:21310 10608 田中　淳次 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ うるま市 1:05:22



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7311 10111 寺田　瑠偉 ﾃﾗﾀﾞ ﾙｲ うるま市 1:05:24312 10299 友利　修 ﾄﾓﾘ ｵｻﾑ 宜野湾市 1:05:24313 10472 津波　元輝 ﾂﾊ ｹﾞﾝｷ 宜野湾市 1:05:27314 11475 前當　昌光 ﾏｴﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 沖縄市 1:05:29315 10296 益田　眞冶 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 那覇市 1:05:30316 10881 崎濱　秀史 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ 豊見城市 1:05:33317 10487 上江洲　陽介 ｳｴｽﾞ ﾖｳｽｹ 那覇市 1:05:36318 10703 伊波　剛 ｲﾊ ﾂﾖｼ うるま市 1:05:37319 10304 松島　良智 ﾏﾂｼﾏ ﾖｼﾄﾓ 沖縄市 1:05:38320 10002 亀田　宜典 ｶﾒﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 1:05:42321 10495 大城　来気 ｵｵｼﾛ ﾗｲｷ うるま市 1:05:43322 11012 伊覇　侑希也 ｲﾊ ﾕｷﾔ うるま市 1:05:45323 10807 小浜　一郎 ｺﾊﾏ ｲﾁﾛｳ うるま市 1:05:53324 10441 呉屋　智也 ｺﾞﾔ ﾄﾓﾅﾘ 中城村 1:05:55325 11806 上地　敬 ｳｴﾁ ｹｲ 本部町 1:05:57326 10323 金城　明 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾗ 糸満市 1:05:58327 11526 具志堅　博保 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛﾔｽ 那覇市 1:06:04328 10490 大城　涼平 ｵｵｼﾛ ﾘｮｳﾍｲ うるま市 1:06:04329 11663 伊波　正直 ｲﾊ ﾏｻﾅｵ 宜野湾市 1:06:05330 10768 伊良部　竜太 ｲﾗﾌﾞ ﾘｭｳﾀ 沖縄市 1:06:10331 10684 新城　優 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾙ うるま市 1:06:10332 10734 津波古　政吉 ﾂﾊｺ ｾｲｷﾁ 沖縄市 1:06:17333 10435 ﾌﾅﾂ 大空ｱﾝﾍﾙ ﾌﾅﾂ ﾀｸｱﾝﾍﾙ うるま市 1:06:22334 12030 宮脇　辰樹 ﾐﾔﾜｷ ﾀﾂｷ 名護市 1:06:23335 10425 恩納　雅 ｵﾝﾅ ﾏｻｼ うるま市 1:06:24336 10381 上地　宣雄 ｳｴﾁ ﾉﾘｵ うるま市 1:06:28337 10421 新垣　貴 ｱﾗｶｷ ﾀｶｼ 北中城村 1:06:32338 10480 山里　克洋 ﾔﾏｻﾞﾄ ｶﾂﾋﾛ 南風原町 1:06:33339 10371 MARCUS BEEBE ﾏｰｶｽ ﾋﾞｰﾋﾞｰ うるま市 1:06:36340 10586 新垣　一樹 ｱﾗｶｷ ｶｽﾞｷ 沖縄市 1:06:36341 10984 内原　照仁 ｳﾁﾊﾗ ﾃﾙﾋﾄ 那覇市 1:06:40342 11926 宮城　満 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾂﾙ うるま市 1:06:48343 10308 仲村　宗隆 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾀｶ 沖縄市 1:06:48344 10889 天久　弘輝 ｱﾒｸ ﾋﾛｷ 金武町 1:06:49345 10447 Yirak James Yirak James 読谷村 1:06:52346 11420 米須　惟謙 ｺﾒｽ ｲｹﾝ 宜野湾市 1:06:52347 10365 萬　久志 ﾖﾛｽﾞ ﾋｻｼ うるま市 1:06:55348 10516 儀間　翼 ｷﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 那覇市 1:06:59349 11694 渡邉　和之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 糸満市 1:07:01350 10801 西　大樹 ﾆｼ ﾀﾞｲｼﾞｭ 宜野湾市 1:07:05351 10729 山入端　智 ﾔﾏﾉﾊ ｻﾄｼ 名護市 1:07:07352 11957 花城　正明 ﾊﾅｼﾛ ﾏｻｱｷ うるま市 1:07:17353 10812 玉城　省吾 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 宜野湾市 1:07:24354 11244 福原　直 ﾌｸﾊﾗ ﾅｵｷ うるま市 1:07:27355 10297 石平　安則 ｲｼﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ うるま市 1:07:28356 10841 楽　しんご ﾀﾉ ｼﾝｺﾞ 沖縄市 1:07:28357 10663 成田　信吾 ﾅﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:07:31358 11701 前蔵　正直 ﾏｴｸﾗ ﾏｻﾅｵ 宜野湾市 1:07:35359 10972 大城　哲男 ｵｵｼﾛ ﾃﾂｵ 南風原町 1:07:35360 10314 名護　一 ﾅｺﾞ ﾊｼﾞﾒ うるま市 1:07:38361 10329 新里　順功 ｼﾝｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝｺｳ 石垣市 1:07:39362 10351 安富祖　魁 ｱﾌｿ ｶｲ 金武町 1:07:40363 10530 神里　健太 ｶﾝｻﾞﾄ ｹﾝﾀ 金武町 1:07:40364 10786 大森　浩明 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｱｷ うるま市 1:07:43365 10227 なかまつ　あしゅり ﾅｶﾏﾂ ｱｼｭﾘ うるま市 1:07:46366 11292 仲村　將彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 名護市 1:07:47367 10137 石川　一彦 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ うるま市 1:07:48368 10138 長浜　保真 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾔｽﾏ 恩納村 1:07:48369 10165 新垣　十羅 ｱﾗｶｷ ｿﾗ うるま市 1:07:50370 10833 新垣　遼 ｱﾗｶｷ ﾘｮｳ うるま市 1:07:56371 10659 牧野　竜也 ﾏｷﾉ ﾀﾂﾔ 兵庫県 1:07:58372 10492 長谷川　滉人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ うるま市 1:08:04



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7373 11490 岸本　裕太 ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ うるま市 1:08:05374 11185 仲村渠　恒 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾋﾄｼ 北谷町 1:08:08375 11044 大城　俊之 ｵｵｼﾛ ﾄｼﾕｷ 浦添市 1:08:09376 10366 津嘉山　太 ﾂｶﾔﾏ ﾌﾄｼ うるま市 1:08:19377 10220 宮里　健幸 ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾝｺｳ うるま市 1:08:21378 10423 石川　侠弥 ｲｼｶﾜ ﾗｲﾔ うるま市 1:08:21379 11280 比嘉　敏之 ﾋｶﾞ ﾄｼﾕｷ 宜野湾市 1:08:22380 10245 城間　彬史 ｼﾛﾏ ｱｷﾋﾄ 中城村 1:08:28381 10130 森山　楓真 ﾓﾘﾔﾏ ﾌｳﾏ うるま市 1:08:29382 11160 上原　徹也 ｳｴﾊﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 1:08:36383 10654 仲宗根　一夫 ﾅｶｿﾈ ｶｽﾞｵ 沖縄市 1:08:45384 10641 喜納　貴之 ｷﾅ ﾀｶﾕｷ 名護市 1:08:46385 10767 与儀　寿 ﾖｷﾞ ﾋｻｼ 名護市 1:08:47386 10587 加島　正行 ｶｼﾏ ﾏｻﾐﾁ 糸満市 1:08:48387 10570 眞榮城　守克 ﾏｴｼﾛ ﾓﾘｶﾂ 北中城村 1:08:48388 10886 大川　哲也 ｵｵｶﾜ ﾃﾂﾔ うるま市 1:08:50389 11706 張　開 ﾁｮｳ ｶｲ 那覇市 1:08:50390 10842 安座間　周平 ｱｻﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 沖縄市 1:08:53391 10937 東仲与根　康成 ﾋｶﾞｼﾅｶﾖﾈ ﾔｽﾅﾘ うるま市 1:08:54392 10253 波照間　優 ﾊﾃﾙﾏ ﾏｻﾙ うるま市 1:08:59393 10382 荻堂　直彦 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾅｵﾋｺ 沖縄市 1:09:00394 10599 山根　大弦 ﾔﾏﾈ ﾀｲｹﾞﾝ うるま市 1:09:01395 10655 兼城　孝 ｶﾈｼﾛ ﾀｶｼ うるま市 1:09:04396 10322 手登根　雄次 ﾃﾄﾞｺﾝ ﾕｳｼﾞ 浦添市 1:09:04397 10538 田中　大智 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ うるま市 1:09:06398 10618 山川　勝 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾙ 南風原町 1:09:06399 11979 森根　淳 ﾓﾘﾈ ｼﾞｭﾝ うるま市 1:09:16400 10720 知念　正道 ﾁﾈﾝ ﾏｻﾐﾁ うるま市 1:09:20401 10719 当山　よしき ﾄｳﾔﾏ ﾖｼｷ うるま市 1:09:20402 10716 新垣 ｸﾘﾘﾝ 研二 ｱﾗｶｷ ｸﾘﾘﾝ ｹﾝｼﾞ うるま市 1:09:20403 10709 比嘉　賢 ﾋｶﾞ ﾏｻﾙ 読谷村 1:09:24404 10147 山里　考平 ﾔﾏｻﾞﾄ ｺｳﾍｲ うるま市 1:09:28405 10463 諸見里　重幸 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｶｽﾞﾕｷ 沖縄市 1:09:29406 10014 翁長　樹 ｵﾅｶﾞ ｲﾂｷ うるま市 1:09:33407 10736 仲里　優貴 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｷ うるま市 1:09:35408 10237 福地　賢駿 ﾌｸﾁ ｹﾝｼｭﾝ 読谷村 1:09:36409 11468 城間　文孝 ｼﾛﾏ ﾌﾐﾀｶ 那覇市 1:09:36410 10333 大川　峯夫 ｵｵｶﾜ ﾐﾈｵ うるま市 1:09:45411 10895 松田　拓馬 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 沖縄市 1:09:49412 11047 渡久地　学 ﾄｸﾞﾁ ｶﾞｸ 南風原町 1:09:51413 11530 Baniqued Ramirez Jorge Baniqued Ramirez Jorge 宜野湾市 1:09:53414 10207 伊波　敬人 ｲﾊ ﾋﾛﾄ うるま市 1:09:54415 10372 名嘉眞　好昭 ﾅｶﾏ ﾖｼｱｷ 沖縄市 1:09:56416 10962 大城　賢二 ｵｵｼﾛ ｹﾝｼﾞ 読谷村 1:10:03417 10963 大濱　由誠 ｵｵﾊﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ うるま市 1:10:05418 10224 友寄　開 ﾄﾓﾖｾ ｶｲ 那覇市 1:10:09419 11775 山戸　航 ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾙ 西原町 1:10:18420 10855 赤嶺　良治 ｱｶﾐﾈ ﾖｼﾊﾙ 那覇市 1:10:23421 10317 大浜　信吉 ｵｵﾊﾏ ｼﾝｷﾁ 石垣市 1:10:27422 11194 金城　幸孝 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾘ うるま市 1:10:27423 10355 安次嶺　英勝 ｱｼﾐﾈ ﾋﾃﾞｶﾂ 豊見城市 1:10:28424 10428 喜久山　雄賀 ｷｸﾔﾏ ﾕｳｶﾞ うるま市 1:10:28425 10662 島袋　壮大 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｿｳﾀﾞｲ うるま市 1:10:29426 11852 宮城　信仁 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 西原町 1:10:29427 10151 丸田　洋 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｼ 福岡県 1:10:31428 10887 児玉　陽介 ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｽｹ 浦添市 1:10:40429 11925 知念　徹 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 名護市 1:10:42430 10043 稲福　髞 ｲﾅﾌｸ ﾀｶｼ 沖縄市 1:10:44431 11009 當山　哲広 ﾄｳﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ うるま市 1:10:45432 10465 照屋　貴治郎 ﾃﾙﾔ ﾀｶｼﾞﾛｳ うるま市 1:10:47433 10740 與那城　勇正 ﾖﾅｼﾛ ﾕｳｼｮｳ 読谷村 1:10:47434 10285 平田　彰 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ うるま市 1:10:48



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7435 10048 久田　琉允 ｸﾀﾞ ﾘｭｳｲ 沖縄市 1:10:52436 10985 慶田　喜司 ｹｲﾀﾞ ﾖｼﾂｶ 沖縄市 1:10:52437 10430 久田　貴進 ｸﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 沖縄市 1:10:52438 10059 松根　礼誠 ﾏﾂﾈ ｱﾔｾ うるま市 1:10:54439 10124 神谷　厚希 ｶﾐﾔ ｱﾂｷ うるま市 1:10:54440 10056 川満　航 ｶﾜﾐﾂ ﾜﾀﾙ 八重瀬町 1:10:55441 10947 金城　昌幸 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 1:10:57442 10733 新垣　吉徳 ｼﾝｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 沖縄市 1:11:01443 11397 知念　寮 ﾁﾈﾝ ﾂｶｻ 沖縄市 1:11:01444 10015 兼城　直人 ｶﾈｼﾛ ﾅｵﾄ うるま市 1:11:01445 11174 新里　等 ｼﾝｻﾞﾄ ﾋﾄｼ うるま市 1:11:03446 10750 伊計　用明 ｲｹｲ ﾖｳﾒｲ うるま市 1:11:06447 10883 仲間　匠 ﾅｶﾏ ﾀｸﾐ 金武町 1:11:13448 10926 外間　弥 ﾎｶﾏ ﾋｻｼ うるま市 1:11:19449 10367 奥　祐一郎 ｵｸ ﾕｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:11:22450 11070 高良　翔 ﾀｶﾗ ｼｮｳ 那覇市 1:11:23451 11916 仲村渠　信正 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｼﾝｼｮｳ 沖縄市 1:11:30452 10647 知花　祥吾 ﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ うるま市 1:11:32453 10256 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 名護市 1:11:34454 11210 ひが　みのる ﾋｶﾞ ﾐﾉﾙ 読谷村 1:11:42455 10927 中山　政明 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 沖縄市 1:11:42456 11075 与那嶺　俊 ﾖﾅﾐﾈ ｼｭﾝ 浦添市 1:11:42457 10275 小山　榮一 ｺﾔﾏ ｴｲｲﾁ 豊見城市 1:11:45458 10699 小橋川　栄立 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｴｲﾘﾂ 名護市 1:11:45459 10771 喜納　栄 ｷﾅ ｻｶｴ 浦添市 1:11:47460 11377 金城　良哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾔ 沖縄市 1:11:48461 10051 川平　真也 ｶﾜﾋﾗ ｼﾝﾔ うるま市 1:11:51462 10710 前堂　勲 ﾏｴﾄﾞｳ ｲｻｵ うるま市 1:11:56463 11114 金城　良治 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｼﾞ 沖縄市 1:12:08464 10878 榮門　勝成 ｴｲﾓﾝ ｶﾂﾅﾘ うるま市 1:12:10465 10316 西野　心 ﾆｼﾉ ｼﾝ うるま市 1:12:14466 11338 花城　有紀 ﾊﾅｼﾛ ﾄﾓｷ うるま市 1:12:17467 10922 多良間　武安 ﾀﾗﾏ ﾀｹﾔｽ 北中城村 1:12:19468 10844 親川　琢 ｵﾔｶﾜ ﾀｸ 南風原町 1:12:19469 10948 佐藤　郁久 ｻﾄｳ ｲｸﾋｻ 沖縄市 1:12:20470 10627 新里　優斗 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳﾄ うるま市 1:12:27471 11257 城間　克也 ｼﾛﾏ ｶﾂﾔ 本部町 1:12:27472 11614 比嘉　一規 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 八重瀬町 1:12:34473 10320 仲西　智幹 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｷ 沖縄市 1:12:37474 11139 銘苅　悠人 ﾒｶﾙ ﾊﾙﾄ 浦添市 1:12:38475 11145 浦添　竜 ｳﾗｿｴ ﾘｭｳ 那覇市 1:12:38476 10512 比嘉　直仁 ﾋｶﾞ ﾅｵﾋﾄ 名護市 1:12:38477 11411 仲地　盛重 ﾅｶﾁ ﾓﾘｼｹﾞ うるま市 1:12:40478 11264 山城　徹 ﾔﾏｼﾛ ﾄｵﾙ うるま市 1:12:41479 11103 島袋　松太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:12:44480 10254 名嘉眞　清 ﾅｶﾏ ｷﾖｼ うるま市 1:12:44481 10362 村瀬　健太 ﾑﾗｾ ｹﾝﾀ 千葉県 1:12:47482 10809 石垣　里啓 ｲｼｶﾞｷ ｻﾄﾋﾛ うるま市 1:12:51483 10383 城間　勉 ｼﾛﾏ ﾂﾄﾑ 宜野湾市 1:12:51484 11100 上原　一彦 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 糸満市 1:12:52485 10405 山田　義哲 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾃﾂ うるま市 1:12:55486 10123 平井　壱世 ﾋﾗｲ ｲｯｾ うるま市 1:13:00487 12125 李　爽 ﾘ ｿｳ 那覇市 1:13:00488 11888 薮内　敬士 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀｶｼ 大阪府 1:13:01489 11688 水野　健志 ﾐｽﾞﾉ ﾀｹｼ 愛知県 1:13:03490 10728 宇座　辰徳 ｳｻﾞ ﾀﾂﾉﾘ 沖縄市 1:13:04491 10368 中野　善雄 ﾅｶﾉ ﾖｼｵ 東京都 1:13:05492 10231 大濱　敢耐 ｵｵﾊﾏ ｶﾝﾀ 豊見城市 1:13:10493 11752 辺土名　真敏 ﾍﾝﾄﾅ ﾏｻﾄｼ うるま市 1:13:10494 11307 伊集　盛立 ｲｼﾞｭ ｾｲﾀﾂ 豊見城市 1:13:11495 10644 島袋　孝太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｳﾀ うるま市 1:13:13496 11978 嘉数　空翔 ｶｶｽﾞ ｶｹﾙ うるま市 1:13:13



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7497 10959 玻名城　英彦 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾃﾞﾋｺ 那覇市 1:13:15498 10442 辺土名　涼 ﾍﾝﾄﾅ ﾘｮｳ うるま市 1:13:18499 10776 具志堅　正秀 ｸﾞｼｹﾝ ﾏｻﾋﾃﾞ 八重瀬町 1:13:22500 11090 宮城　孝一 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｲﾁ うるま市 1:13:23501 10673 藤田　勝己 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ 西原町 1:13:26502 10529 宮里　泰司 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾔｽｼ うるま市 1:13:28503 10721 宮里　ケンコウ ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾝｺｳ うるま市 1:13:31504 10541 山城　亮介 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳｽｹ うるま市 1:13:34505 11121 星山　和慶 ﾎｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔｽ うるま市 1:13:35506 10748 伊計　直人 ｲｹｲ ﾅｵﾄ うるま市 1:13:38507 10923 森東　冨士夫 ﾓﾘﾄｳ ﾌｼﾞｵ 沖縄市 1:13:44508 10522 大城　真 ｵｵｼﾛ ﾏｺﾄ 沖縄市 1:13:45509 11176 柴引　伸彦 ｼﾊﾞﾋｷ ﾉﾌﾞﾋｺ うるま市 1:13:46510 10142 宮城　龍之介 ﾐﾔｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ うるま市 1:13:47511 11473 奥間　政宏 ｵｸﾏ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市 1:13:47512 10966 名護　宏仁 ﾅｺﾞ ﾋﾛﾋﾄ うるま市 1:13:49513 11165 花城　清文 ﾊﾅｼﾛ ｾｲﾌﾞﾝ うるま市 1:13:53514 10840 安慶名　司 ｱｹﾞﾅ ﾂｶｻ うるま市 1:13:54515 10942 泉本　良政 ｲｽﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ うるま市 1:14:00516 11917 黒濱　忠一 ｸﾛﾊﾏ ﾀﾀﾞｲﾁ 豊見城市 1:14:04517 10506 Garza Jeovany Garza Jeovany 北谷町 1:14:05518 10501 宮里　喬太 ﾐﾔｻﾞﾄ ｷｮｳﾀ うるま市 1:14:08519 10470 川満　一弥 ｶﾜﾐﾂ ｶｽﾞﾔ 宜野湾市 1:14:09520 11857 池原　愛夢 ｲｹﾊﾗ ｱｲﾑ うるま市 1:14:13521 10685 伊波　力 ｲﾊ ﾂﾄﾑ うるま市 1:14:16522 11079 石嶺　真琴 ｲｼﾐﾈ ﾏｺﾄ うるま市 1:14:20523 12123 城間　央和 ｼﾛﾏ ｵｵｶﾞ 南風原町 1:14:23524 10682 掛福　徳三 ｶｹﾌｸ ﾄｸｿﾞｳ うるま市 1:14:26525 10988 田場　典吉 ﾀﾊﾞ ﾃﾝｷﾁ うるま市 1:14:27526 11870 山田　鷹矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾔ 浦添市 1:14:28527 10944 前野　聖武 ﾏｴﾉ ｼｮｳﾑ うるま市 1:14:39528 10252 惣慶　浩治 ｿｹｲ ｺｳｼﾞ 浦添市 1:14:43529 10692 横川　平一 ﾖｺｶﾞﾜ ﾍｲｲﾁ 浦添市 1:14:47530 11115 比嘉　新 ﾋｶﾞ ｱﾗﾀ 金武町 1:14:47531 10632 川端　洋 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ うるま市 1:14:48532 10873 嶋田　陽介 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 宜野湾市 1:14:51533 11786 照屋　勉 ﾃﾙﾔ ﾂﾄﾑ 南城市 1:14:54534 11853 仲宗根　勇樹 ﾅｶｿﾈ ﾕｳｷ 金武町 1:14:57535 11219 與儀　寿志 ﾖｷﾞ ﾋｻｼ 沖縄市 1:14:58536 10332 辻本　ｻｰｸﾘｽﾄﾌｧｰ守 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾓﾙ うるま市 1:14:58537 12003 久高　康靖 ｸﾀﾞｶ ｺｳｾｲ うるま市 1:14:59538 11905 兼城　亨 ｶﾈｼﾛ ﾄｵﾙ うるま市 1:14:59539 12071 神谷　健太 ｶﾐﾔ ｹﾝﾀ 宜野湾市 1:15:01540 10943 下地　勝樹 ｼﾓｼﾞ ｶﾂﾞｷ 宜野湾市 1:15:01541 10800 久保田　一春 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾊﾙ うるま市 1:15:02542 11020 徳村　政智 ﾄｸﾑﾗ ﾏｻﾄﾓ 名護市 1:15:03543 10554 Austin Kleinfeld ｵｰｽﾃｨﾝ ｸﾗｲﾝﾌｧｰﾙﾄﾞ うるま市 1:15:06544 10835 佐久田　卓弥 ｻｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 宜野湾市 1:15:07545 10670 石川　博也 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔ 沖縄市 1:15:07546 11784 具志堅　一希 ｸﾞｼｹﾝ ｶｽﾞｷ 那覇市 1:15:11547 10752 宮城　為治 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾒｼﾞ うるま市 1:15:12548 11360 上間　彰善 ｳｴﾏ ｼｮｳｾﾞﾝ 那覇市 1:15:18549 10935 宇座　希一郎 ｳｻﾞ ｷｲﾁﾛｳ 宜野湾市 1:15:19550 11392 中村　喜浩 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 那覇市 1:15:24551 11133 德門　和也 ﾄｸﾓﾝ ｶｽﾞﾔ 沖縄市 1:15:25552 10907 嘉数　龍司 ｶｶｽﾞ ﾘｭｳｼﾞ 沖縄市 1:15:25553 11785 棚原　翔平 ﾀﾅﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 那覇市 1:15:25554 10911 崎原　直樹 ｻｷﾊﾗ ﾅｵｷ 北中城村 1:15:25555 10157 稲福　和也 ｲﾅﾌｸ ｶｽﾞﾔ うるま市 1:15:31556 11416 斉藤　伸 ｻｲﾄｳ ｼﾝ うるま市 1:15:33557 11419 飯沢　博史 ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:15:33558 11006 和宇　慶隆 ﾜｳｹ ﾀｶｼ うるま市 1:15:33



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7559 11073 山川　宗彦 ﾔﾏｶﾜ ﾑﾈﾋｺ うるま市 1:15:34560 10624 具志堅　忍 ｸﾞｼｹﾝ ｼﾉﾌﾞ うるま市 1:15:35561 11773 野原　朝之 ﾉﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 豊見城市 1:15:43562 10946 金城　智幸 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 沖縄市 1:15:43563 10799 仲本　平美代 ﾅｶﾓﾄ ﾍﾐﾖ うるま市 1:15:44564 10686 石川　ひでと ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾄ うるま市 1:15:45565 10945 伊波　真嗣 ｲﾊ ﾏｻﾂｸﾞ うるま市 1:15:47566 10131 上原　一昭 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 那覇市 1:15:48567 10744 嵩西　武 ﾀｹﾆｼ ﾀｹｼ 沖縄市 1:15:54568 11503 長田　紀作 ﾅｶﾞﾀ ｷｻｸ 浦添市 1:15:56569 11182 上原　政幸 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 豊見城市 1:15:59570 10973 兼島　進 ｶﾈｼﾏ ｽｽﾑ 西原町 1:16:02571 10415 辺土名　翔太 ﾍﾝﾄﾅ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:16:03572 10418 仲宗根　洋斗 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛﾄ 沖縄市 1:16:03573 11192 照屋　広汰 ﾃﾙﾔ ｺｳﾀ うるま市 1:16:03574 11127 平良　真也 ﾀｲﾗ ｼﾝﾔ うるま市 1:16:03575 11326 前薗　龍生 ﾏｴｿﾞﾉ ﾀﾂｵ 北谷町 1:16:04576 11325 新垣　忠博 ｱﾗｶｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 中城村 1:16:04577 11131 西銘　優希 ﾆｼﾒ ﾕｳｷ うるま市 1:16:05578 11181 比嘉　哲也 ﾋｶﾞ ﾃﾂﾔ 那覇市 1:16:05579 10808 和宇慶　朝敏 ﾜｳｹ ﾁｮｳﾋﾞﾝ うるま市 1:16:16580 11019 堤　純一郎 ﾂﾂﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 浦添市 1:16:17581 10321 比嘉　学 ﾋｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ うるま市 1:16:21582 10319 新垣　直樹 ｱﾗｶｷ ﾅｵｷ うるま市 1:16:24583 11053 金城　珍明 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁﾝﾒｲ 沖縄市 1:16:25584 11003 平良　孝幸 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 名護市 1:16:26585 10894 岸良　博和 ｷｼﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 沖縄市 1:16:30586 10764 島袋　友和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾓｶｽﾞ うるま市 1:16:31587 11071 豊見本　勝 ﾄﾐﾓﾄ ﾏｻﾙ 南城市 1:16:36588 10629 池根　春樹 ｲｹﾈ ﾊﾙｷ うるま市 1:16:37589 11298 前盛　成史 ﾏｴﾓﾘ ｼｹﾞﾌﾐ うるま市 1:16:39590 11845 宮城　弦希 ﾐﾔｷﾞ ｹﾞﾝｷ 那覇市 1:16:40591 10499 神田　一耕 ｶﾐﾀﾞ ｲｯｺｳ うるま市 1:16:41592 11015 上江洲　勝也 ｳｴｽﾞ ｶﾂﾔ うるま市 1:16:42593 11265 湧川　勇 ﾜｸｶﾞﾜ ｲｻﾑ うるま市 1:16:44594 11879 兼久　翔太 ｶﾈｸ ｼｮｳﾀ うるま市 1:16:48595 10345 佐久本　正太 ｻｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ うるま市 1:16:56596 11081 宮城　有汰 ﾐﾔｷﾞ ﾕｰﾀ 西原町 1:16:56597 11918 Say Anthony Michael Say Anthony Michael 北谷町 1:17:01598 11313 比嘉　峰生 ﾋｶﾞ ﾀｶｵ 宜野湾市 1:17:04599 10817 前代　定雄 ﾏｴｼﾛ ｻﾀﾞｵ うるま市 1:17:05600 10968 松澤　一雅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 那覇市 1:17:07601 11126 玉城　真巡 ﾀﾏｼﾛ ｼﾝｼﾞｭﾝ 嘉手納町 1:17:13602 10954 仲本　秀治 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ うるま市 1:17:14603 10745 松田　隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ うるま市 1:17:17604 10967 平良　誠 ﾀｲﾗ ﾏｺﾄ うるま市 1:17:17605 10999 奥原　巌 ｵｸﾊﾗ ｲﾜｵ うるま市 1:17:18606 11639 有田　学 ｱﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ 那覇市 1:17:20607 10298 金城　睦男 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾑﾂｵ うるま市 1:17:21608 10990 田場　水貴 ﾀﾊﾞ ｽｲｷ 沖縄市 1:17:22609 10001 大嶺　誠 ｵｵﾐﾈ ﾏｺﾄ うるま市 1:17:23610 10004 高良　佳樹 ﾀｶﾗ ﾖｼｷ 沖縄市 1:17:24611 10960 上田　修久 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 愛知県 1:17:26612 11366 かわの　ゆうき ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 読谷村 1:17:32613 10370 Hawk Jesse ﾊｰｸ ｼﾞｪｼｰ うるま市 1:17:33614 10951 小潮川　博樹 ｺｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 沖縄市 1:17:35615 11051 上門　祐大 ｳｴｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ うるま市 1:17:36616 10468 伊福　正哲 ｲﾌｸ ﾏｻﾃﾂ 浦添市 1:17:38617 11965 津波古　充信 ﾂﾊｺ ﾐﾂﾉﾌﾞ 宜野湾市 1:17:41618 10832 徳田　竣 ﾄｸﾀﾞ ｼｭﾝ うるま市 1:17:42619 10462 米山　航矢 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾔ うるま市 1:17:47620 10209 天久　源一 ｱﾒｸ ｹﾞﾝｲﾁ うるま市 1:17:48



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7621 10354 ﾛｲｾﾞﾙ ﾍﾞﾝ ﾛｲｾﾞﾙ ﾍﾞﾝ 那覇市 1:17:50622 11329 髙宮城　一颯 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ 沖縄市 1:17:50623 10693 照屋　孝幸 ﾃﾙﾔ ﾀｶﾕｷ うるま市 1:17:54624 11523 中西　正博 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 那覇市 1:18:01625 10482 前堂　淳一 ﾏｴﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ うるま市 1:18:02626 11963 山根　靖幸 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾕｷ 沖縄市 1:18:04627 10385 島袋　亮太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 1:18:07628 10853 垣花　允丈 ｶｷﾉﾊﾅ ﾏｻﾀｹ 北谷町 1:18:10629 10763 ぴるだなに　らじくまる ﾋﾟﾙﾀﾞﾅﾆ ﾗｼﾞｸﾏﾙ 沖縄市 1:18:11630 10917 仲間　文人 ﾅｶﾏ ﾌﾐﾋﾄ 沖縄市 1:18:11631 11469 下門　康裕 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾋﾛ うるま市 1:18:14632 10406 新垣　恵三 ｱﾗｶｷ ｹｲｿﾞｳ うるま市 1:18:16633 11553 勢理客　一也 ｾﾘｷｬｸ ｶｽﾞﾔ 沖縄市 1:18:21634 11970 徳武　丈示 ﾄｸﾀｹ ﾀｹｼ 与那原町 1:18:21635 11442 玉城　安雄 ﾀﾏｼﾛ ﾔｽｵ 宜野湾市 1:18:26636 11414 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾏｲﾙｽﾞ琉 ｼﾝﾌﾟｿﾝ ﾏｲﾙｽﾞﾘｭｳ 北谷町 1:18:31637 10387 城間　勇徳 ｼﾛﾏ ﾕｳﾄｸ うるま市 1:18:32638 11379 上原　睦人 ｳｴﾊﾗ ﾑﾂﾄ 浦添市 1:18:35639 10527 大川　恭平 ｵｵｶﾜ ｷｮｳﾍｲ うるま市 1:18:36640 10738 黒崎　示大 ｸﾛｻｷ ﾄｷﾊﾙ うるま市 1:18:39641 11378 金城　祥哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ うるま市 1:18:47642 11226 大城　孝夫 ｵｵｼﾛ ﾀｶｵ 沖縄市 1:18:48643 10933 仲山　正聡 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 沖縄市 1:18:51644 12089 新田　希謡 ｱﾗﾀ ｷｳﾀ 沖縄市 1:18:51645 12093 與那覇　一真 ﾖﾅﾊ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 1:18:52646 10591 Delacerna-Lupo Devonne MarcDelacerna-Lupo Devonne Marc外国人 1:18:52647 11439 間　達朗 ｱｲﾀﾞ ﾀﾂｱｷ うるま市 1:18:55648 10312 徳田　樹優 ﾄｸﾀﾞ ｷﾋﾛ うるま市 1:18:57649 11365 瀧井　勇士 ﾀｷｲ ﾕｳｼ 浦添市 1:18:57650 11432 児玉　紘也 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾔ 那覇市 1:19:00651 10726 松田　清 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖｼ うるま市 1:19:00652 11535 児玉　卓也 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 那覇市 1:19:00653 11342 名嘉真　琉空 ﾅｶﾏ ﾘｭｳｸ 読谷村 1:19:01654 11188 高良　勝 ﾀｶﾗ ﾏｻﾙ 那覇市 1:19:01655 11884 稲福　大志 ｲﾅﾌｸ ﾀｲｼ 浦添市 1:19:02656 11941 Dangaran Ryan Christopher Dangaran Ryan Christopher 外国人 1:19:05657 10156 嘉陽　貴之 ｶﾖｳ ﾀｶﾕｷ うるま市 1:19:07658 11001 吉田　元 ﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ うるま市 1:19:07659 11132 吉里　敏史 ﾖｼｻﾞﾄ ﾄｼﾌﾐ うるま市 1:19:08660 11294 儀間　敦 ｷﾞﾏ ｱﾂｼ 糸満市 1:19:08661 10955 石川　達志 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｼ 沖縄市 1:19:13662 11415 高野　正人 ﾀｶﾉ ﾏｻﾄ 那覇市 1:19:13663 11629 佐次田　晟文 ｻｼﾀﾞ ｾｲﾔ 沖縄市 1:19:14664 10754 野田　勝也 ﾉﾀﾞ ｶﾂﾔ うるま市 1:19:20665 10691 天願　隆也 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾀｶﾔ 金武町 1:19:21666 11520 石川　雷治 ｲｼｶﾜ ﾗｲｼﾞ うるま市 1:19:23667 11519 石川　竜治 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 1:19:23668 12016 呉屋　匠 ｺﾞﾔ ﾀｸﾐ 沖縄市 1:19:23669 11739 安慶名　普 ｱｹﾞﾅ ﾋﾛｼ うるま市 1:19:25670 10327 佐久間　健 ｻｸﾏ ﾀｹｼ 糸満市 1:19:30671 11162 山田　晋 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 沖縄市 1:19:31672 11587 金城　悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 嘉手納町 1:19:33673 10092 仲村　英人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ うるま市 1:19:35674 11092 名嘉　敏彦 ﾅｶ ﾄｼﾋｺ 読谷村 1:19:40675 11912 伊波　優太 ｲﾊ ﾕｳﾀ うるま市 1:19:46676 11463 富川　盛三 ﾄﾐｶﾜ ｾｲｿﾞｳ 宜野湾市 1:19:49677 10451 島袋　博文 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾌﾐ 沖縄市 1:19:52678 10834 中村　幸弘 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ うるま市 1:19:55679 10858 村松　秀憲 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 1:19:56680 11302 伊佐　和也 ｲｻ ｶｽﾞﾔ 名護市 1:19:57681 10488 立石　哲也 ﾀﾃｲｼ ﾃﾂﾔ うるま市 1:19:57682 11177 天願　俊実 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾄｼﾐ うるま市 1:19:58



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7683 10656 石川　英典 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 沖縄市 1:20:04684 10394 仲宗根　政士 ﾅｶｿﾈ ﾏｻｼ うるま市 1:20:04685 10602 大底　秀紀 ｵｵｿｺ ﾋﾃﾞｷ 中城村 1:20:06686 10548 與那嶺　誠 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｺﾄ 宜野湾市 1:20:09687 12117 孟　広財 ﾓｳ ｺｳｻﾞｲ 中城村 1:20:12688 11501 朱　学民 ｼｭ ｶﾞｸﾐﾝ 那覇市 1:20:12689 11017 城間　一雄 ｼﾛﾏ ｶｽﾞｵ 与那原町 1:20:14690 10909 新垣　やすお ｱﾗｶｷ ﾔｽｵ 宜野座村 1:20:16691 11187 安座間　豊 ｱｻﾞﾏ ﾕﾀｶ うるま市 1:20:17692 11541 平良　孟 ﾀｲﾗ ﾂﾄﾑ うるま市 1:20:20693 10781 照屋　寛正 ﾃﾙﾔ ｶﾝｼｮｳ 沖縄市 1:20:22694 10112 長嶺　西男 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾆｼｵ うるま市 1:20:25695 11886 沼波　岳臣 ﾇﾏﾅﾐ ﾀｹｵﾐ 沖縄市 1:20:28696 10509 古謝　秀光 ｺｼﾞｬ ﾋﾃﾞﾐﾂ 恩納村 1:20:29697 10936 佐久川　淳 ｻｸｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 名護市 1:20:29698 11480 中村　義隆 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 那覇市 1:20:36699 11749 齋藤　豊太郎 ｻｲﾄｳ ﾄﾖﾀﾛｳ 大阪府 1:20:36700 10925 田辺　勝義 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾖｼ 名護市 1:20:38701 11803 後間　徹 ｺｼﾏ ﾄｵﾙ 宜野湾市 1:20:38702 11744 宮木　俊和 ﾐﾔｷ ﾄｼｶｽﾞ 宜野湾市 1:20:40703 11754 譜久山　仁人 ﾌｸﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 八重瀬町 1:20:43704 11169 那覇　みなみ ﾅﾊ ﾐﾅﾐ うるま市 1:20:47705 10657 普久原　勇次 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 1:21:01706 12033 桃原　司 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾂｶｻ うるま市 1:21:04707 11067 河野　敏秀 ｺｳﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 那覇市 1:21:10708 10908 平良　光和 ﾀｲﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 宜野湾市 1:21:10709 10484 高見　洋平 ﾀｶﾐ ﾖｳﾍｲ 浦添市 1:21:15710 11183 仲村渠　達也 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾀﾂﾔ 那覇市 1:21:24711 11149 島袋　英明 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞｱｷ うるま市 1:21:35712 11589 杉田　龍 ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳ うるま市 1:21:36713 11237 神村　慶也 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼﾅﾘ 沖縄市 1:21:38714 10361 前堂　健一 ﾏｴﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ うるま市 1:21:40715 10981 赤嶺　秀幸 ｱｶﾐﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ うるま市 1:21:43716 11719 金城　弘樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 名護市 1:21:44717 11630 大里　栄一郎 ｵｵｻﾄ ｴｲｲﾁﾛｳ 鹿児島県 1:21:49718 11008 長田　尚司 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 沖縄市 1:21:49719 11293 伊禮　慧 ｲﾚｲ ｻﾄｼ 本部町 1:21:50720 10810 仲間　源希 ﾅｶﾏ ｹﾞﾝｷ うるま市 1:21:54721 11309 中村　知貴 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 名護市 1:21:54722 11189 佐次田　豊 ｻｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 沖縄市 1:21:57723 11705 花城　可彦 ﾊﾅｼﾛ ﾖｼﾋｺ 北谷町 1:21:58724 10127 ﾌﾅﾂ 流空ｸﾘｽﾃｨｱﾝ ﾌﾅﾂ ﾘｸｸﾘｽﾃｨｱﾝ うるま市 1:22:00725 10114 小波津　魁人 ｺﾊﾂ ｶｲﾄ うるま市 1:22:00726 11321 池原　正四 ｲｹﾊﾗ ﾏｻｼ 宜野湾市 1:22:00727 11322 池原　直樹 ｲｹﾊﾗ ﾅｵｷ 南城市 1:22:00728 10811 島袋　弘 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｼ うるま市 1:22:01729 11885 新垣　正太 ｼﾝｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:22:01730 12103 久保田　和成 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ うるま市 1:22:03731 11144 佃　英樹 ﾂｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 1:22:07732 12029 伊東　崇史 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 那覇市 1:22:07733 11943 喜屋武　稜也 ｷｬﾝ ﾘｮｳﾔ 北中城村 1:22:11734 10136 當間　葵 ﾄｳﾏ ｱｵｲ 北中城村 1:22:11735 10279 奥原　誠 ｵｸﾊﾗ ﾏｺﾄ 沖縄市 1:22:12736 11227 湊　謙一 ﾐﾅﾄ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 1:22:14737 10116 西里　貴秋 ﾆｼｻﾞﾄ ﾀｶｱｷ 沖縄市 1:22:16738 10612 翁長　佑一郎 ｵﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:22:16739 10505 藤原　隆幸 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 那覇市 1:22:17740 10735 平良　英之 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ うるま市 1:22:22741 10971 伊佐　英男 ｲｻ ﾋﾃﾞｵ 嘉手納町 1:22:27742 10850 平良　晋 ﾀｲﾗ ｼﾝ うるま市 1:22:32743 11058 普久原　朝比古 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ 沖縄市 1:22:34744 12140 安田　奎 ﾔｽﾀﾞ ｹｲ 沖縄市 1:22:36



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7745 11074 野島　大雅 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ うるま市 1:22:36746 10896 宜野座　嗣春 ｷﾞﾉｻﾞ ﾂｸﾞﾊﾙ 沖縄市 1:22:39747 11042 佐久本　盛勝 ｻｸﾓﾄ ﾓﾘｶﾂ 沖縄市 1:22:45748 11987 中山　雄稀 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 沖縄市 1:22:50749 11809 比嘉　聖也 ﾋｶﾞ ｾｲﾔ うるま市 1:22:50750 10399 山城　充 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾂﾙ 沖縄市 1:22:51751 11117 當山　ノリオ ﾄｳﾔﾏ ﾉﾘｵ 宜野湾市 1:22:52752 10784 瑞慶覧　光 ｽﾞｹﾗﾝ ｱｷﾗ うるま市 1:22:53753 10598 知念　隼軌 ﾁﾈﾝ ﾊﾔｷ 沖縄市 1:22:53754 12068 山内　祐弥 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾔ うるま市 1:22:57755 11453 田辺　勝也 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ 名護市 1:23:00756 11757 平川　慧 ﾋﾗｶﾜ ｹｲ うるま市 1:23:06757 10016 Ibarra Luis Ibarra Luis 外国人 1:23:06758 10551 中曽根　崇 ﾅｶｿﾈ ﾀｶｼ うるま市 1:23:07759 10695 田原　武命 ﾀﾊﾗ ﾀｹﾓﾘ 宜野座村 1:23:08760 10724 島袋　太一 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾁ 沖縄市 1:23:09761 10718 大城　あたてぃ ｵｵｼﾛ ｱﾀﾃｨ うるま市 1:23:09762 10723 山城無免許　豊 ﾔﾏｼﾛﾑﾒﾝｷｮ ﾕﾀｶ うるま市 1:23:09763 10625 仲松　介 ﾅｶﾏﾂ ﾀｽｸ 宜野湾市 1:23:10764 11527 平川　博之 ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ うるま市 1:23:12765 12101 平良　蓮 ﾀｲﾗ ﾚﾝ うるま市 1:23:17766 10914 赤嶺　雅敏 ｱｶﾐﾈ ﾏｻﾄｼ 那覇市 1:23:17767 12136 安田　諒 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ うるま市 1:23:17768 10869 山内　正太 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ うるま市 1:23:19769 10819 仲村　昇 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 恩納村 1:23:21770 11497 仲宗根　智彦 ﾅｶｿﾈ ﾄﾓﾋｺ 沖縄市 1:23:21771 11792 新垣　清之 ｱﾗｶｷ ｷﾖﾕｷ 宜野湾市 1:23:22772 10798 新垣　英男 ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞｵ うるま市 1:23:25773 11049 安慶名　健 ｱｹﾞﾅ ｹﾝ うるま市 1:23:29774 12098 金城　真永 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｴｲ うるま市 1:23:30775 11269 佐々木　一肇 ｻｻｷ ｶｽﾞﾄｼ 那覇市 1:23:30776 11990 瑞慶山　良太 ｽﾞｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 1:23:35777 11776 東　賢一 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ うるま市 1:23:35778 11055 謝名元　勉 ｼﾞｬﾅﾓﾄ ﾂﾄﾑ 沖縄市 1:23:36779 10783 島袋　隆二 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 1:23:41780 10747 花城　勝斗志 ﾊﾅｼﾛ ｶﾂﾄｼ うるま市 1:23:41781 10761 花城　龍聖 ﾊﾅｼﾛ ﾘｭｳｾｲ うるま市 1:23:42782 11007 玉城　勲 ﾀﾏｷ ｲｻｵ 沖縄市 1:23:44783 11336 新城　正一 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 宜野湾市 1:23:45784 10964 田原　一樹 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ うるま市 1:23:46785 11930 赤嶺　健斗 ｱｶﾐﾈ ｹﾝﾄ うるま市 1:23:46786 10481 前仲　大樹 ﾏｴﾅｶ ﾀﾞｲｷ 那覇市 1:23:47787 11728 明名　勝也 ｱｹﾅ ｶﾂﾔ うるま市 1:23:47788 11130 金城　吏早 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂｶｻ うるま市 1:23:49789 11384 北村　英二 ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ 宜野湾市 1:23:50790 11221 神谷　典明 ｶﾐﾔ ﾉﾘｱｷ 石垣市 1:23:52791 10518 大城　直也 ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 南城市 1:23:59792 10429 金城　薫 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾙ うるま市 1:24:05793 11236 佐藤　挑 ｻﾄｳ ｲﾄﾞﾑ 沖縄市 1:24:05794 11457 仲宗根　朝秀 ﾅｶｿﾈ ﾄﾓﾋﾃﾞ うるま市 1:24:06795 10674 兼城　正和 ｶﾈｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ うるま市 1:24:08796 11315 比嘉　慎 ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ 沖縄市 1:24:10797 11080 新里　倫央 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｵ うるま市 1:24:12798 10732 眞川　俊治 ﾏｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ うるま市 1:24:12799 12024 比嘉　裕太 ﾋｶﾞ ﾕｳﾀ 読谷村 1:24:14800 11140 内間　福仁 ｳﾁﾏ ﾄﾐﾋﾄ 沖縄市 1:24:17801 10992 濱門　清人 ﾊﾏｼﾞｮｳ ｷﾖﾄ うるま市 1:24:17802 10626 大城　次郎 ｵｵｼﾛ ｼﾞﾛｳ 那覇市 1:24:17803 11242 知念　紀光 ﾁﾈﾝ ﾉﾘﾐﾂ 浦添市 1:24:17804 11899 砂川　晃平 ｽﾅｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ うるま市 1:24:27805 11481 前仲　一 ﾏｴﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 嘉手納町 1:24:28806 10794 浅賀　智英 ｱｻｶﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 沖縄市 1:24:31



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7807 11013 普久原　朝章 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 沖縄市 1:24:39808 11430 松島　秀寛 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 那覇市 1:24:42809 11161 神里　直樹 ｶﾐｻﾞﾄ ﾅｵｷ 浦添市 1:24:46810 12109 松堂　宏翔 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 沖縄市 1:24:48811 10380 新浜　詩斗 ｼﾝﾊﾏ ｼﾄﾞ 読谷村 1:24:54812 11095 玉代勢　宗栄 ﾀﾏﾖｾ ｿｳｴｲ 宜野座村 1:24:56813 11807 仲地　義樹 ﾅｶﾁ ﾖｼｷ 北中城村 1:24:58814 12012 新里　裕也 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳﾔ うるま市 1:24:59815 10560 伊波　正紀 ｲﾊ ﾏｻｷ うるま市 1:25:00816 10569 宮城　健太 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 北谷町 1:25:01817 10568 宮城　勇人 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾔﾄ 北谷町 1:25:01818 11456 山城　正 ﾔﾏｼﾛ ﾀﾀﾞｼ うるま市 1:25:03819 12110 立津　亮 ﾀﾃﾂ ﾘｮｳ 沖縄市 1:25:05820 11913 仲里　弘雄 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛﾉﾘ うるま市 1:25:06821 11052 知名　亮太 ﾁﾅ ﾘｮｳﾀ うるま市 1:25:20822 11895 Buenaventura O Roberto Buenaventura O Roberto 北谷町 1:25:20823 10856 濱田　大樹 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 那覇市 1:25:23824 11170 島袋　貞治 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾀﾞﾊﾙ 豊見城市 1:25:28825 10580 市田　智篤 ｲﾁﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ 北中城村 1:25:28826 11761 長浜　秀也 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾃﾞﾔ 中城村 1:25:29827 11595 幸喜　優人 ｺｳｷ ﾕｳﾄ うるま市 1:25:35828 11596 仲田　開登 ﾅｶﾀﾞ ｶｲﾄ 沖縄市 1:25:36829 11263 香村　達彦 ｶﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 八重瀬町 1:25:39830 11827 真喜志　彰哉 ﾏｷｼ ｱｷﾔ 浦添市 1:25:40831 10813 末吉　正 ｽｴﾖｼ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 1:25:40832 11863 川端　信吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ うるま市 1:25:40833 12080 照屋　行也 ﾃﾙﾔ ﾕｷﾔ 南風原町 1:25:51834 11810 石原　昌徳 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 1:25:51835 11455 長浜　衛 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾓﾙ 恩納村 1:25:53836 11107 橘　康夫 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾔｽｵ 宜野湾市 1:25:58837 10561 上地　雄大 ｳｴﾁ ﾕｳﾀﾞｲ うるま市 1:25:59838 11245 東浜　俊雄 ﾋｶﾞｼﾊﾏ ﾄｼｵ うるま市 1:25:59839 10958 徳元　将哉 ﾄｸﾓﾄ ｼｮｳﾔ うるま市 1:26:02840 11552 仲村渠　圭悟 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｹｲｺﾞ 西原町 1:26:03841 11846 仲本 ｸﾙｸﾙ 一輝 ﾅｶﾓﾄ ｸﾙｸﾙ ｶｽﾞｷ うるま市 1:26:03842 11974 伊良波　光 ｲﾗﾊ ﾋｶﾙ 名護市 1:26:04843 11274 前原　博則 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ うるま市 1:26:06844 11370 藤原　弘行 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 那覇市 1:26:06845 10775 川上　恭平 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳﾍｲ 北中城村 1:26:10846 11454 大山　遼矢 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳﾔ うるま市 1:26:14847 10668 兼城　昌吉 ｶﾈｼﾛ ｼｮｳｷﾁ うるま市 1:26:15848 10268 金城　良吉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｷﾁ うるま市 1:26:16849 11891 松堂　厚一朗 ﾏﾂﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:26:16850 11354 岩城　毅紀 ｲﾜｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 北谷町 1:26:18851 11603 大城　盛勇 ｵｵｼﾛ ｾｲﾕｳ 読谷村 1:26:18852 11207 古波倉　正太 ｺﾊｸﾞﾗ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:26:21853 11894 嶺井　銀太 ﾐﾈｲ ｷﾞﾝﾀ 南城市 1:26:21854 11841 宮城　良平 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 那覇市 1:26:23855 11839 喜舍場　宗悟 ｷｼｬﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ 那覇市 1:26:25856 11514 多和田　智 ﾀﾜﾀ ｻﾄｼ 中城村 1:26:26857 11788 新島　悟 ﾆｲｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 西原町 1:26:26858 11856 池原　一雄 ｲｹﾊﾗ ｶｽﾞｵ うるま市 1:26:31859 11271 比嘉　展寿 ﾋｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 那覇市 1:26:31860 10022 内間　理央 ｳﾁﾏ ﾘｵ 南城市 1:26:32861 11243 上間　健司 ｳｴﾏ ｹﾝｼﾞ 南風原町 1:26:33862 11633 大城　和幸 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾕｷ 豊見城市 1:26:37863 11825 石嶺　拓摩 ｲｼﾐﾈ ﾀｸﾏ うるま市 1:26:37864 10289 仲村　薫 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾙ うるま市 1:26:37865 11373 藏當　信光 ｸﾗﾄｳ ﾉﾌﾞﾐﾂ うるま市 1:26:38866 11374 島袋　清榮 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｾｲｴｲ うるま市 1:26:38867 10891 東江　健太 ｱｶﾞﾘｴ ｹﾝﾀ うるま市 1:26:39868 11847 上原　陽一 ｳｴﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 与那原町 1:26:44



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

10㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/710㌔の部（男子着順）2019/4/7869 11774 藤沼　貴文 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾀｶﾌﾐ 東京都 1:26:45870 11335 桑江　一輝 ｸﾜｴ ｶｽﾞｷ 西原町 1:26:49871 11447 知念　弘汰 ﾁﾈﾝ ｺｳﾀ 浦添市 1:26:49872 10416 岸本　恵拓 ｷｼﾓﾄ ｹｲﾀｸ 沖縄市 1:26:55873 11758 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 1:27:00874 10526 東浜　雄平 ﾋｶﾞｼﾊﾏ ﾕｳﾍｲ うるま市 1:27:02875 11881 宇野　喜代一 ｳﾉ ｷﾖｲﾁ 那覇市 1:27:06876 10364 樋口　一朗 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 愛知県 1:27:11877 11986 仲間　敏寛 ﾅｶﾏ ﾄｼﾋﾛ 沖縄市 1:27:14878 11304 伊計　徹 ｲｹｲ ﾄｵﾙ うるま市 1:27:17879 11802 榮野川　盛賀 ｴﾉｶﾜ ｾｲｶﾞ うるま市 1:27:17880 11801 榮野川　盛広 ｴﾉｶﾜ ﾓﾘﾋﾛ うるま市 1:27:21881 11653 島野　一文 ｼﾏﾉ ｶｽﾞﾌﾐ 沖縄市 1:27:27882 11667 大城　勝也 ｵｵｼﾛ ｶﾂﾔ 金武町 1:27:28883 11704 津嘉山　和夫 ﾂｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 北谷町 1:27:28884 11088 山城　豊武 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾖﾀｹ 恩納村 1:27:29885 11707 比嘉　宏仁 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾋﾄ 沖縄市 1:27:29886 11156 平井　裕一 ﾋﾗｲ ﾕｳｲﾁ 那覇市 1:27:59887 11907 瑞慶覧　昭 ｽﾞｹﾗﾝ ｱｷﾗ うるま市 1:27:59888 11582 仲間　貴志 ﾅｶﾏ ﾀｶｼ 金武町 1:28:00889 10600 我如古　龍 ｶﾞﾈｺ ﾘｮｳ うるま市 1:28:03890 11267 大漉　浩二 ｵｵｽｷ ｺｳｼﾞ 東京都 1:28:13891 11660 伊良波　貢 ｲﾗﾊ ﾐﾂｸﾞ 名護市 1:28:21892 10888 仲村　翔 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 沖縄市 1:28:24893 10974 真栄田　勇 ﾏｴﾀﾞ ｲｻﾑ 沖縄市 1:28:44894 12073 前西　政志 ﾏｴﾆｼ ﾏｻｼ 八重瀬町 1:28:50895 10437 知念　政治 ﾁﾈﾝ ﾏｻﾊﾙ 浦添市 1:28:50896 11250 山城　明 ﾔﾏｼﾛ ｱｷﾗ 読谷村 1:28:51897 11889 平良　要人 ﾀｲﾗ ｶﾅﾒ 西原町 1:28:54898 11528 渡嘉敷　英治 ﾄｶｼｷ ｴｲｼﾞ 読谷村 1:28:56899 11822 和宇慶　朝和 ﾜｳｹ ﾄﾓｶｽﾞ うるま市 1:29:01900 10838 大田　克也 ｵｵﾀ ｶﾂﾔ 北中城村 1:29:06901 11380 山城　薫 ﾔﾏｼﾛ ｶｵﾙ 浦添市 1:29:11902 11962 比屋根　大 ﾋﾔﾈ ﾕﾀｶ 沖縄市 1:29:12903 11318 伊藤　正明 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 愛知県 1:29:14904 11849 zuela melton ｽﾞｴﾗ ﾒﾙﾄﾝ 浦添市 1:29:17905 12105 宮里　友勧 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾄﾓﾕｷ 浦添市 1:29:21906 12115 我喜屋　宗昭 ｶﾞｷﾔ ﾑﾈｱｷ 金武町 1:29:22907 11350 當山　清智 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾄﾓ 那覇市 1:29:23908 11521 喜友名　信 ｷﾕﾅ ﾏｺﾄ 沖縄市 1:29:26909 11111 山城　章太 ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 那覇市 1:29:26910 11766 當間　重利 ﾄｳﾏ ｼｹﾞﾄｼ うるま市 1:29:28911 10539 仲松　髙志 ﾅｶﾏﾂ ﾀｶｼ 沖縄市 1:29:37912 11101 石川　文隆 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾀｶ 沖縄市 1:29:43※制限時間内のみを表示


