
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 30005 下田　真也 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾔ うるま市 0:13:242 30006 金城　愛翔 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｲﾄ 八重瀬町 0:13:353 30004 瀧　雄生 ﾀｷ ﾕｳｷ 名護市 0:13:584 30011 當間　琉貴 ﾄｳﾏ ﾘｭｳｷ 南城市 0:14:295 30053 伊保　光輔 ｲﾎ ｺｳｽｹ うるま市 0:15:206 30013 國吉　悠斗 ｸﾆﾖｼ ﾕｳﾄ 中城村 0:15:257 30066 上當　以武稀 ｳｴｱﾀﾘ ｲﾌﾞｷ うるま市 0:15:438 30031 新川　海翔 ｱﾗｶﾜ ｶｲﾄ うるま市 0:16:139 30089 新里　カイ ｼﾝｻﾞﾄ ｶｲ 沖縄市 0:16:1710 30020 青山　俊輝 ｱｵﾔﾏ ｼｭﾝｷ 沖縄市 0:16:3311 30029 宮里　朝季 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾄﾓｷ うるま市 0:16:3412 30027 神田　将吾 ｶﾐﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ うるま市 0:16:3413 30834 山内　柊斗 ﾔﾏｳﾁ ｼﾖﾄ うるま市 0:16:3914 30093 金城　翔太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ 八重瀬町 0:16:4415 30087 宮城　健豪 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝｺﾞｳ うるま市 0:16:4916 30072 上藏　一輝 ｳｴｸﾗ ｲｯｷ うるま市 0:16:5417 30026 仲本　雅和 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ うるま市 0:16:5718 30024 山城　琉凰 ﾔﾏｼﾛ ﾚｵ 沖縄市 0:17:0119 30253 大城　愛崇 ｵｵｼﾛ ｶﾅｻ うるま市 0:17:0420 30002 志喜屋　孝翔 ｼｷﾔ ﾀｶﾄ 沖縄市 0:17:0821 30102 花城　誉 ﾊﾅｼﾛ ﾎﾏﾚ 沖縄市 0:17:1122 30074 知花　侑枢 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ 沖縄市 0:17:1223 30054 山城　勇輝 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ うるま市 0:17:1324 30073 金城　勝喜 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾂﾖｼ うるま市 0:17:1425 31162 榮門　柊斗 ｴｲﾓﾝ ｼｭｳﾄ うるま市 0:17:1826 30071 上里　幸大 ｳｴｻﾞﾄ ｺｳﾀﾞｲ 沖縄市 0:17:2127 31253 関野　太洋 ｾｷﾉ ﾀｲﾖｳ うるま市 0:17:2128 30076 松本　大輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｷ 金武町 0:17:2129 30080 儀保　里来飛 ｷﾞﾎﾞ ﾘｸﾄ うるま市 0:17:2730 30092 兼城　涼麻 ｶﾈｼﾛ ﾘｮｳﾏ うるま市 0:17:2731 31202 我喜屋　秀人 ｶﾞｷﾔ ﾋﾃﾞﾄ うるま市 0:17:3332 30019 ﾌﾅﾂ 我空ﾊﾋﾞｴﾙ ﾌﾅﾂ ｶﾞｸﾊﾋﾞｴﾙ うるま市 0:17:3433 30079 瑞慶覧　快人 ｽﾞｹﾗﾝ ｶｲﾄ うるま市 0:17:3634 30374 渡口　輝斗 ﾄｸﾞﾁ ｷﾗﾄ うるま市 0:17:3935 30037 糸満　哉太 ｲﾄﾏﾝ ｶﾅﾀ うるま市 0:17:3936 30034 大城　叶芭 ｵｵｼﾛ ｷｮｳﾜ うるま市 0:17:3937 30396 名城　颯斗 ﾅｼﾛ ﾊﾔﾄ 沖縄市 0:17:4138 30139 中山　峻 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ うるま市 0:17:4139 30083 一期崎　陽 ｲﾁｺﾞｻﾞｷ ﾊﾙ うるま市 0:17:4240 30521 備瀬　朝市 ﾋﾞｾ ﾁｮｳｲﾁ 那覇市 0:17:5241 30052 桑江　羅唯也 ｸﾜｴ ﾗｲﾔ 沖縄市 0:17:5542 32014 川平　ピータ ｶﾜﾋﾗ ﾋﾟｰﾀ うるま市 0:17:5543 30108 Nicolas Walker ﾆｺﾗｽ ｳｫｰｶｰ 沖縄市 0:17:5744 30030 伊計　琉汰 ｲｹｲ ﾘｭｳﾀ うるま市 0:18:0145 31254 関野　滉大 ｾｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ うるま市 0:18:0246 30050 安里　海斗 ｱｻﾄ ｶｲﾄ 沖縄市 0:18:0547 30116 松田　景佑 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ うるま市 0:18:0648 30160 米山　巧 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知県 0:18:1249 30106 上地　秀蔵 ｳｴﾁ ｼｭｳｿﾞｳ 北谷町 0:18:1550 30010 米須　清昌 ｺﾒｽ ｾｲｼｮｳ 宜野湾市 0:18:1751 32219 兼島　かえら ｶﾈｼﾏ ｶｴﾗ うるま市 0:18:2052 30048 島袋　光平 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｳﾍｲ 沖縄市 0:18:2553 31637 比嘉　隆馬 ﾋｶﾞ ﾘｭｳﾏ うるま市 0:18:3054 30218 堀江　拓海 ﾎﾘｴ ﾀｸﾐ うるま市 0:18:3155 30051 内間　安理 ｳﾁﾏ ｱﾝﾘ 沖縄市 0:18:3256 30201 仲宗根　快瑠 ﾅｶｿﾈ ｶｲﾄ 沖縄市 0:18:3257 30170 與儀　圭斗 ﾖｷﾞ ｹｲﾄ 沖縄市 0:18:3558 30294 伊藤　大翔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾄ うるま市 0:18:4559 30483 上原　翔 ｳｴﾊﾗ ﾗﾝ 沖縄市 0:18:4660 30023 奥原　誠愛 ｵｸﾊﾗ ｾｲｱ 沖縄市 0:18:4661 30168 仲本　優雅 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｶﾞ うるま市 0:18:4762 30822 山岸　星南 ﾔﾏｷﾞｼ ｾﾅ うるま市 0:18:48
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3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/763 31694 長濱　稜空 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｸ うるま市 0:18:5064 30421 石川　志音 ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ うるま市 0:18:5165 30001 Messiah DeJesus Christopher DeJesus 外国人 0:18:5366 31408 森根　燦人 ﾓﾘﾈ ｻﾝﾄ うるま市 0:18:5667 30207 那覇　塁紀 ﾅﾊ ﾙｲｷ うるま市 0:19:0368 30226 座間味　凜 ｻﾞﾏﾐ ﾘﾝ うるま市 0:19:0569 30025 佐藤　壱星 ｻﾄｳ ｲｯｾｲ 沖縄市 0:19:0670 30136 森山　黎翔 ﾓﾘﾔﾏ ﾚｱﾄ うるま市 0:19:0671 30478 諸見里　來夢 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾗｲﾑ 沖縄市 0:19:0672 30448 上江洲　和宏 ｳｴｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ うるま市 0:19:0773 30173 仲田　蓮飛 ﾅｶﾀﾞ ﾚﾝﾄ 沖縄市 0:19:0874 30165 kinjo kihiro kinjo kihiro 沖縄市 0:19:1075 30473 浦崎　直久 ｳﾗｻｷ ﾅｵﾋｻ 浦添市 0:19:1176 30193 安慶名　海生 ｱｹﾞﾅ ｶｲｷ うるま市 0:19:1177 30213 当真　祐斗 ﾄｳﾏ ﾋﾛﾄ 沖縄市 0:19:1178 30194 香村　槙汰 ｶﾑﾗ ｼﾝﾀ うるま市 0:19:1179 30195 知念　洋 ﾁﾈﾝ ﾐﾅﾐ 沖縄市 0:19:1180 30120 知念　侑瑚 ﾁﾈﾝ ﾕｳｺﾞ 沖縄市 0:19:1281 30289 当真　清大 ﾄｳﾏ ｾｲﾀ 沖縄市 0:19:1282 30132 神山　清太 ｶﾐﾔﾏ ｾｲﾀ 沖縄市 0:19:1483 30077 谷村　佳峰 ﾀﾆﾑﾗ ｶｲﾎｳ うるま市 0:19:1584 30177 當銘　由助 ﾄｳﾒ ﾕｳｽｹ 沖縄市 0:19:1785 30393 神谷　悦綺 ｶﾐﾔ ﾖｼｷ 宜野湾市 0:19:1886 30151 仲嶺　唯希 ﾅｶﾐﾈ ﾕｲｷ 沖縄市 0:19:1887 31018 金城　徹平 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 沖縄市 0:19:1888 30249 平良　大樹 ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:19:2089 30337 徳村　佑清 ﾄｸﾑﾗ ﾕｳｾｲ うるま市 0:19:2190 31767 與古田　智生 ﾖｺﾀﾞ ﾄﾓｷ うるま市 0:19:2191 30240 兼城　涼雅 ｶﾈｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ うるま市 0:19:2292 30298 我如古　龍清 ｶﾞﾈｺ ﾘｭｳｼ うるま市 0:19:2793 30062 松田　悠希 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 沖縄市 0:19:2794 30018 内間　安樹 ｳﾁﾏ ｱﾝｼﾞｭ 沖縄市 0:19:3195 30348 新城　蓮 ｱﾗｼﾛ ﾚﾝ 沖縄市 0:19:3296 30060 上原　琉羽空 ｳｴﾊﾗ ﾙｳｸ うるま市 0:19:3497 30180 稲嶺　一郎 ｲﾅﾐﾈ ｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:19:3898 30183 大庭　琉暉 ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳｷ うるま市 0:19:3999 30094 天久　源弥 ｱﾒｸ ｹﾞﾝﾔ うるま市 0:19:39100 30900 島袋　颯真 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｿｳﾏ 沖縄市 0:19:47101 30620 平良　柚樹 ﾀｲﾗ ﾕｽﾞｷ うるま市 0:19:48102 30035 新城　幸人 ｱﾗｼﾛ ﾕｷﾄ うるま市 0:19:49103 30138 仲里　悠 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳ うるま市 0:19:50104 30149 森根　京哉 ﾓﾘﾈ ｷｮｳﾔ うるま市 0:19:51105 30017 知念　琉稀 ﾁﾈﾝ ﾘｭｳｷ うるま市 0:19:51106 30211 上原　輝吏亜 ｳｴﾊﾗ ｷﾘｱ 沖縄市 0:19:51107 30406 川端　彩斗 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔﾄ うるま市 0:19:55108 30101 西根　佑星 ﾆｼﾈ ﾕｳｾｲ うるま市 0:19:55109 30133 中山　弘斗 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 沖縄市 0:19:55110 30122 佐々木　彪雅 ｻｻｷ ﾋｮｳｶﾞ 沖縄市 0:19:56111 30181 金城　幸世 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｾ うるま市 0:19:56112 30373 崎濱　良真 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳﾏ 沖縄市 0:19:58113 30203 田場　光 ﾀﾊﾞ ﾋｶﾘ うるま市 0:19:58114 30547 真鶴　舜 ﾏﾂﾞﾙ ｼｭﾝ うるま市 0:19:59115 30150 平良　昊己 ﾀｲﾗ ｺｳｷ うるま市 0:20:00116 30274 田里　優和 ﾀｻﾄ ﾕｳﾜ うるま市 0:20:03117 30100 山城　裕希 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ うるま市 0:20:06118 30007 金城　功喜 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 沖縄市 0:20:07119 30312 安里　心希 ｱｻﾄ ｼﾝｷ 沖縄市 0:20:07120 30200 兼城　煌央 ｶﾈｼﾛ ｺｳﾖｳ うるま市 0:20:07121 30146 森根　大登 ﾓﾘﾈ ﾋﾛﾄ 那覇市 0:20:08122 30199 ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ｶｲﾏﾅ ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ｶｲﾏﾅ 読谷村 0:20:09123 30841 當山　朔矢 ﾄｳﾔﾏ ｻｸﾔ 北谷町 0:20:09124 30129 又吉　奏太 ﾏﾀﾖｼ ｶﾅﾀ 沖縄市 0:20:11
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3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7125 30247 仲田　壮良 ﾅｶﾀﾞ ｿﾗ うるま市 0:20:16126 30061 宇久田　晃志 ｳｸﾀﾞ ｺｳｼ うるま市 0:20:17127 30464 小潮川　珠吏 ｺｼｵｶﾜ ｼｭﾘ うるま市 0:20:21128 30419 屋良　尚雅 ﾔﾗ ﾅｵﾏｻ 沖縄市 0:20:25129 30284 ｽﾚｲﾀｰ ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ 勇 ｽﾚｲﾀｰ ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ﾕｳ 沖縄市 0:20:30130 30186 伊野波　盛斗 ｲﾉﾊ ﾓﾘﾄ うるま市 0:20:33131 30615 高良　和男 ﾀｶﾗ ｶｽﾞｵ 那覇市 0:20:33132 30327 伊敷　奈勇 ｲｼｷ ﾅｵ 読谷村 0:20:34133 30442 Akeem Walker ｱｷｰﾑ ｳｫｰｶｰ 沖縄市 0:20:35134 30239 棚原　愛斗 ﾀﾅﾊﾗ ｱｲﾄ うるま市 0:20:35135 30917 桑江　悠希 ｸﾜｴ ﾋｻｷ うるま市 0:20:36136 30549 仲本　兼也 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾔ うるま市 0:20:36137 30368 米山　武 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ 愛知県 0:20:37138 30121 大城　祐貴 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 沖縄市 0:20:38139 30440 儀保　成和飛 ｷﾞﾎﾞ ｾﾅﾄ うるま市 0:20:39140 30198 大城　翔和 ｵｵｼﾛ ﾄﾜ 沖縄市 0:20:40141 30003 金城　慎之輔 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 沖縄市 0:20:40142 30131 渡慶次　和真 ﾄｹｼ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 0:20:40143 30665 長嶺　颯太 ﾅｶﾞﾐﾈ ｿｳﾀ うるま市 0:20:40144 30111 祖堅　羚桜 ｿｹﾝ ﾚｵ うるま市 0:20:43145 31783 安井　大智 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｼﾞ 東京都 0:20:47146 30208 那覇　光哉 ﾅﾊ ｺｳﾔ うるま市 0:20:49147 30770 佐藤　陽 ｻﾄｳ ﾊﾙ 沖縄市 0:20:49148 30124 西平　優太 ﾆｼﾋﾗ ﾕｳﾀ 沖縄市 0:20:49149 30568 照屋　彰太 ﾃﾙﾔ ｼｮｳﾀ うるま市 0:20:51150 30241 太田　陽誠 ｵｵﾀ ﾖｳｾｲ うるま市 0:20:51151 30690 浅原　淳 ｱｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ うるま市 0:20:53152 30456 西方　優斗 ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾄ うるま市 0:20:54153 30355 長浜　航海 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳｶﾞ うるま市 0:20:54154 30014 仲宗根　聖人 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾄ 沖縄市 0:20:56155 30152 仲嶺　風真 ﾅｶﾐﾈ ﾌｳﾏ 沖縄市 0:20:57156 30285 新川　蓮士 ｱﾗｶﾜ ﾚﾝﾄ 沖縄市 0:20:57157 30140 瑞慶山　由梧 ｽﾞｹﾔﾏ ﾕｳｺﾞ うるま市 0:20:59158 30135 玉城　蓮 ﾀﾏｼﾛ ﾚﾝ 沖縄市 0:21:01159 30468 照屋　航太 ﾃﾙﾔ ｺｳﾀ うるま市 0:21:02160 32485 與古田　悠斗 ﾖｺﾀﾞ ﾕｳﾄ うるま市 0:21:04161 30485 宮国　真樹 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾏｻｷ 沖縄市 0:21:07162 31047 那須　琉 ﾅｽ ﾘｭｳ うるま市 0:21:11163 30068 John Walker ｼﾞｮﾝ ｳｫｰｶｰ 沖縄市 0:21:11164 30179 中山　仁 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞﾝ うるま市 0:21:13165 30189 伊良部　大陽 ｲﾗﾌﾞ ﾀｲﾖｳ 沖縄市 0:21:13166 30564 池野　祐大 ｲｹﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 糸満市 0:21:13167 30233 上原　空人 ｳｴﾊﾗ ｸｳﾄ うるま市 0:21:17168 31397 與那覇　夏成 ﾖﾅﾊ ｶﾅﾙ 読谷村 0:21:18169 30047 大城　純平 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 沖縄市 0:21:19170 30206 松田　頼人 ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲﾄ 沖縄市 0:21:19171 30043 新崎　隼世 ｱﾗｻｷ ﾊﾔｾ 沖縄市 0:21:20172 30184 新里　ザック ｼﾝｻﾞﾄ ｻﾞｯｸ 沖縄市 0:21:21173 30265 平川　大翔 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾄ うるま市 0:21:21174 30371 西平　圭輔 ﾆｼﾋﾗ ｹｲｽｹ 沖縄市 0:21:21175 30086 浦崎　陽 ｳﾗｻｷ ﾊﾙﾋ 八重瀬町 0:21:21176 30215 安慶名　力丸 ｱｹﾞﾅ ﾘｷﾏﾙ うるま市 0:21:23177 30084 砂川　優志 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳｼﾝ うるま市 0:21:23178 30584 田場　翔弥 ﾀﾊﾞ ｼｮｳﾔ 沖縄市 0:21:24179 30095 眞川　大雅 ﾏｶﾜ ﾀｲｶﾞ うるま市 0:21:24180 30109 富山　太陽 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲﾖｳ うるま市 0:21:24181 30338 仲村　陸玖 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 沖縄市 0:21:25182 32449 外間　悠仁 ﾎｶﾏ ﾊﾙﾄ 読谷村 0:21:25183 30663 名取　清高 ﾅﾄﾘ ｷﾖﾀｶ 埼玉県 0:21:25184 30351 大村　悠乃助 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 沖縄市 0:21:26185 31184 前浜　翔太 ﾏｴﾊﾏ ｼｮｳﾀ 浦添市 0:21:28186 30281 上當　永二 ｳｴｱﾀﾘ ｴｲｼﾞ うるま市 0:21:29



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7187 31203 古波蔵　大和 ｺﾊｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ うるま市 0:21:31188 32123 山城　空楽 ﾔﾏｼﾛ ｿﾗ うるま市 0:21:31189 30032 喜瀬　匠盛 ｷｾ ﾅﾙｾ うるま市 0:21:36190 30222 伊禮　皇誠 ｲﾚｲ ｺｳｾｲ 沖縄市 0:21:36191 33215 安村　康也 ﾔｽﾑﾗ ｺｳﾔ うるま市 0:21:37192 30329 玉城　伊織 ﾀﾏｼﾛ ｲｵﾘ うるま市 0:21:38193 30379 石川　祐麻 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ うるま市 0:21:39194 30677 上間　啓叶 ｳｴﾏ ｹｲﾄ うるま市 0:21:40195 30651 山根　大旺 ﾔﾏﾈ ﾀｲｵｳ うるま市 0:21:40196 30185 諸星　喜一 ﾓﾛﾎｼ ｷｲﾁ 宜野湾市 0:21:41197 30065 東江　蒼琉 ｱｶﾞﾘｴ ｿｳﾙ 西原町 0:21:42198 30386 又吉　吏琥 ﾏﾀﾖｼ ﾘｸ 沖縄市 0:21:43199 31912 外間　悠聖 ﾎｶﾏ ﾕｳｾｲ 読谷村 0:21:44200 30202 外間　勝結 ﾎｶﾏ ｶﾂｷ うるま市 0:21:44201 30560 大城　煌史 ｵｵｼﾛ ｺｳｼ うるま市 0:21:46202 30444 天願　祐一郎 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾕｳｲﾁﾛｳ うるま市 0:21:49203 30104 佐藤　響 ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ うるま市 0:21:49204 30308 島崎　空 ｼﾏｻﾞｷ ｽｶｲ うるま市 0:21:50205 30172 小濱　凛之助 ｺﾊﾏ ﾘﾝﾉｽｹ うるま市 0:21:51206 30105 東江　直輝 ｱｶﾞﾘｴ ﾅｵｷ 沖縄市 0:21:53207 30397 伊覇　心人 ｲﾊ ｷﾖﾄ うるま市 0:21:55208 30381 松竹　優紗 ﾏﾂﾀｹ ﾕｳｻ うるま市 0:21:56209 30398 兼次　愛斗 ｶﾈｼ ﾏﾅﾄ 沖縄市 0:22:02210 31128 池味　琉侍 ｲｹﾐ ﾘｭｳｼ うるま市 0:22:03211 30159 眞榮城　海琉 ﾏｴｼﾛ ｶｲﾘ 沖縄市 0:22:04212 30551 金城　心也 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 那覇市 0:22:07213 30590 名嘉眞　凜昌 ﾅｶﾏ ﾘﾝｼｮｳ うるま市 0:22:07214 30130 平良　一護 ﾀｲﾗ ｲﾁｺﾞ 沖縄市 0:22:09215 32199 津波古　有道 ﾂﾊｺ ﾕｳﾄﾞｳ うるま市 0:22:10216 30763 神村　夢太 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅﾀ うるま市 0:22:11217 32114 奥濱　蓮斗 ｵｸﾊﾏ ﾊﾔﾄ うるま市 0:22:11218 30647 山内　颯斗 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ うるま市 0:22:11219 31560 又吉　優太 ﾏﾀﾖｼ ﾕｳﾀ 沖縄市 0:22:17220 31557 又吉　純輝 ﾏﾀﾖｼ ｱﾂｷ うるま市 0:22:18221 30148 盛小根　正真 ﾓﾘｺﾈ ｼｮｳﾏ うるま市 0:22:19222 30171 仲田　琉 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳ うるま市 0:22:19223 30333 岡田　憲汰 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ うるま市 0:22:20224 30399 池田　龍流 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾅ うるま市 0:22:23225 30114 Zakari Davis ｻﾞｶﾘ ﾃﾞｲﾋﾞｽ 外国人 0:22:24226 30049 安里　悠馬 ｱｻﾄ ﾕｳﾏ 沖縄市 0:22:25227 30556 ワグナー　礼偉 ﾜｸﾞﾅｰ ﾚｲ うるま市 0:22:26228 31530 知念　毅 ﾁﾈﾝ ﾂﾖｼ 沖縄市 0:22:26229 30666 坂田　海琉 ｻｶﾀ ｶｲﾙ 読谷村 0:22:26230 31789 座喜味　春綺 ｻﾞｷﾐ ｼｭﾝｷ うるま市 0:22:28231 31343 稲福　拓郎 ｲﾅﾌｸ ﾀｸﾛｳ うるま市 0:22:29232 30451 高良　裕樹 ﾀｶﾗ ﾕｳｷ うるま市 0:22:29233 30711 大城　湧煌 ｵｵｼﾛ ﾕｳﾋ うるま市 0:22:29234 30283 上原　颯斗 ｳｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 沖縄市 0:22:30235 30538 鈴田　英翔 ｽｽﾞﾀ ｴｲﾄ 沖縄市 0:22:31236 30336 森根　琉比 ﾓﾘﾈ ﾘｭｳﾋ うるま市 0:22:31237 30525 平　悠成 ﾀｲﾗ ﾕｳｾｲ 沖縄市 0:22:31238 30266 與那嶺　輝伎 ﾖﾅﾐﾈ ﾃﾙｷ うるま市 0:22:32239 30625 楚南　光治 ｿﾅﾝ ｺｳｼﾞ うるま市 0:22:33240 30264 平川　樹希 ﾋﾗｶﾜ ｲﾂｷ うるま市 0:22:34241 30134 中山　弘太 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀ 沖縄市 0:22:34242 30192 瑞慶覧　凛人 ｽﾞｹﾗﾝ ﾘﾝﾄ うるま市 0:22:35243 30339 仲嶺　陸斗 ﾅｶﾐﾈ ﾘｸﾄ 沖縄市 0:22:36244 30350 糸洲　朝之介 ｲﾄｽ ﾄﾓﾉｽｹ 沖縄市 0:22:37245 30605 比嘉　章人 ﾋｶﾞ ｱｷﾄ うるま市 0:22:38246 30314 長濱　希琉 ﾅｶﾞﾊﾏ ｷﾘｭｳ うるま市 0:22:41247 30431 嶺井　昴輝 ﾐﾈｲ ｺｳｷ 南城市 0:22:43248 31506 中村　光希 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ うるま市 0:22:46



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7249 30174 具志堅　全幸 ｸﾞｼｹﾝ ｾﾞﾝｺｳ 浦添市 0:22:48250 30322 渡邊　優斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ うるま市 0:22:48251 30353 島田　泰尚 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｼｮｳ 南城市 0:22:51252 30242 上江洲　時佳 ｳｴｽﾞ ｲﾂｶ うるま市 0:22:52253 32476 宮城　希成 ﾐﾔｷﾞ ｷﾅﾙ うるま市 0:22:53254 30063 新垣　稲大 ｱﾗｶｷ ﾈｵ うるま市 0:22:53255 32852 宮城　ゆうき ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｷ 北谷町 0:22:55256 30243 幸地　良之 ｺｳﾁ ﾖｼﾕｷ うるま市 0:22:56257 30028 金城　洸大 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾞｲ 沖縄市 0:22:56258 31563 屋良　駿騎 ﾔﾗ ﾊﾔｷ 沖縄市 0:22:57259 30271 望月　秀高 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 宜野湾市 0:22:57260 30434 川内　隼人 ｶﾜｳﾁ ﾊﾔﾄ うるま市 0:22:59261 30254 大城　輝昊 ｵｵｼﾛ ｷｿﾗ うるま市 0:23:02262 31299 崎濱　良太 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 0:23:03263 30292 佐々木　天音 ｻｻｷ ｱﾏﾈ うるま市 0:23:04264 30286 久田　琉琥 ｸﾀﾞ ﾙｰｸ 沖縄市 0:23:05265 30427 真栄平　樹 ﾏｴﾋﾗ ｲﾂｷ 浦添市 0:23:06266 30385 新川　幸翼 ｱﾗｶﾜ ｺｳﾜ 沖縄市 0:23:07267 30513 津波古　潤 ﾂﾊｺ ｼﾞｭﾝ 読谷村 0:23:08268 33300 田中　涼平 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ うるま市 0:23:08269 30255 島袋　泰志 ｼﾏﾌﾞｸ ﾀｲｼ うるま市 0:23:09270 30782 下地　基夢 ｼﾓｼﾞ ﾓﾄﾑ 那覇市 0:23:12271 31120 渡久地　陽 ﾄｸﾞﾁ ﾊﾙ 浦添市 0:23:13272 30474 新垣　輝 ｼﾝｶﾞｷ ﾋｶﾙ 宜野湾市 0:23:15273 30618 高良　海志 ﾀｶﾗ ｶｲｼ 那覇市 0:23:15274 30740 大嶺　翔矢 ｵｵﾐﾈ ｼｮｳﾔ うるま市 0:23:16275 30261 金城　魁志 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾙｲｼﾞ うるま市 0:23:17276 30411 伊藤　樹太 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾀ 西原町 0:23:17277 30033 大城　翔那 ｵｵｼﾛ ｼｮｳﾅ うるま市 0:23:18278 30707 比嘉　靖 ﾋｶﾞ ﾔｽｼ 宜野湾市 0:23:20279 30309 照屋　利頼 ﾃﾙﾔ ﾘﾗｲ うるま市 0:23:20280 30833 志喜屋　孝旭 ｼｷﾔ ｺｳｷ 沖縄市 0:23:24281 30506 石川　隼己 ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ うるま市 0:23:24282 30401 安次富　胤音 ｱｼﾄﾐ ｲｵﾝ 金武町 0:23:24283 30807 新崎　拓夢 ｱﾗｻｷ ﾋﾛﾑ うるま市 0:23:26284 30455 徳里　政春 ﾄｸｻﾞﾄ ﾏｻﾊﾙ うるま市 0:23:26285 30099 平良　知士 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｼ うるま市 0:23:28286 30354 池田　偉盛 ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ うるま市 0:23:30287 30540 冨村　心太郎 ﾄﾐﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 浦添市 0:23:31288 30561 松島　裕良 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾗ 沖縄市 0:23:34289 30913 喜瀬　優輝 ｷｾ ﾕｳｷ 名護市 0:23:35290 30575 金城　凛音 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｵﾝ うるま市 0:23:35291 30503 天願　颯太 ﾃﾝｶﾞﾝ ｿｳﾀ うるま市 0:23:35292 30582 喜友名　奏人 ｷﾕﾅ ｶﾅﾄ うるま市 0:23:35293 31101 冨着　大貴 ﾌﾁｬｸ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:23:37294 30626 名嘉山　麟尚 ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｼｮｳ うるま市 0:23:37295 30391 上原　吏伶琉 ｳｴﾊﾗ ﾘﾚﾙ うるま市 0:23:38296 30012 新垣　瑠唯 ｱﾗｶｷ ﾙｲ うるま市 0:23:39297 30457 儀間　生吹 ｷﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 宜野湾市 0:23:40298 30939 加治佐　正稀 ｶｼﾞｻ ﾏｻｷ 宜野湾市 0:23:43299 30494 安里　拓真 ｱｻﾄ ﾀｸﾏ うるま市 0:23:43300 30938 加治佐　智秋 ｶｼﾞｻ ﾁｱｷ 宜野湾市 0:23:44301 30670 照屋　奏仁 ﾃﾙﾔ ｶﾅﾄ うるま市 0:23:46302 30576 徳田　燎優 ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳﾏ うるま市 0:23:46303 31131 志喜屋　孝真 ｼｷﾔ ｺｳﾏ 沖縄市 0:23:48304 30258 島袋　陽 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾀﾙ うるま市 0:23:48305 30252 大城　秀人 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞﾄ うるま市 0:23:48306 30479 永本　悠樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙｷ 沖縄市 0:23:48307 30526 平田　瑛士 ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 宜野座村 0:23:49308 30046 安部　涼大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 0:23:53309 30799 岸本　恵多郎 ｷｼﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ うるま市 0:23:55310 30458 安座間　琉新 ｱｻﾞﾏ ﾘｭｳﾉｼﾝ うるま市 0:23:55



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7311 30683 天願　颯空 ﾃﾝｶﾞﾝ ｿｳﾗ うるま市 0:23:56312 30820 伊波　泰義 ｲﾊ ﾀｲｷﾞ うるま市 0:23:58313 30821 伊波　義郎 ｲﾊ ﾖｼﾛｳ うるま市 0:23:58314 30539 冨村　建志 ﾄﾐﾑﾗ ﾀｹｼ 浦添市 0:24:01315 30450 安里　委恭 ｱｻﾄ ｼｽﾞｸ 沖縄市 0:24:02316 30288 内間　安志 ｳﾁﾏ ｱﾝｼﾞ 沖縄市 0:24:02317 30367 大城　和輝 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞｷ うるま市 0:24:03318 30462 謝名　誠斗 ｼﾞｬﾅ ｼｹﾞﾄ うるま市 0:24:03319 30472 川平　雄聖 ｶﾜﾋﾗ ﾕｳｾｲ うるま市 0:24:04320 30698 内間　琉希也 ｳﾁﾏ ﾙｷﾔ うるま市 0:24:05321 30838 比嘉　大 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲ うるま市 0:24:06322 30217 新垣　智 ｱﾗｶｷ ｻﾄｼ うるま市 0:24:06323 30886 池原　大誠 ｲｹﾊﾗ ﾀｲｾｲ うるま市 0:24:06324 32970 星川　涼希 ﾎｼｶﾜ ｱﾂｷ 沖縄市 0:24:08325 30847 永本　達樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ 沖縄市 0:24:09326 30550 運天　春尚 ｳﾝﾃﾝ ﾊﾙﾋｻ うるま市 0:24:09327 30992 宮城　伊吹 ﾐﾔｷﾞ ｲﾌﾞｷ うるま市 0:24:11328 30505 伊良部　大和 ｲﾗﾌﾞ ﾔﾏﾄ 沖縄市 0:24:11329 32159 児玉　尚大 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 那覇市 0:24:14330 31606 ｵｺﾝｸｵ ｲｹﾑｼﾞｪﾌ ｵｺﾝｸｵ ｲｹﾑｼﾞｪﾌ うるま市 0:24:16331 30969 花城　清太 ﾊﾅｼﾛ ｼｮｳﾀ うるま市 0:24:16332 30524 井上　直亮 ｲﾉｳｴ ﾅｵｽｹ うるま市 0:24:16333 31877 當銘　力也 ﾄｳﾒ ﾘｷﾔ うるま市 0:24:20334 30477 津波　光教 ﾂﾊ ﾐﾂﾉﾘ 読谷村 0:24:21335 30906 屋宜　宣陽 ﾔｷﾞ ｾﾝﾔ 沖縄市 0:24:23336 31300 屋宜　南音 ﾔｷﾞ ﾐﾅﾄ うるま市 0:24:23337 30905 阿波根　啓 ｱﾊｺﾞﾝ ﾋﾛﾑ 沖縄市 0:24:23338 30036 Isaiah DeJesus Christopher DeJesus 外国人 0:24:23339 30646 祖堅　塁朴 ｿｹﾝ ﾙｲﾄ うるま市 0:24:23340 33420 仲尾次　悠翔 ﾅｶｵｼﾞ ﾕｳﾄ 沖縄市 0:24:24341 31083 久場　良翔 ｸﾊﾞ ﾗｲﾄ 沖縄市 0:24:26342 30876 小西　清二 ｺﾆｼ ｾｲｼﾞ 糸満市 0:24:27343 31081 久場　良文 ｸﾊﾞ ﾘｮｳﾌﾞﾝ 沖縄市 0:24:27344 30608 儀保　尚生 ｷﾞﾎﾞ ﾅｵｲ うるま市 0:24:28345 30729 古堅　稜依 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾘｮｳｲ 沖縄市 0:24:29346 30501 富永　琢朗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾛｳ 宜野湾市 0:24:30347 30480 星村　洸志 ﾎｼﾑﾗ ｺｳｼ 沖縄市 0:24:31348 30128 諸見里　柊真 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｼｭｳﾏ 沖縄市 0:24:33349 30748 山城　璃空 ﾔﾏｼﾛ ﾘｸ 沖縄市 0:24:33350 30346 川井田　悠馬 ｶﾜｲﾀﾞ ﾕｳﾏ 沖縄市 0:24:34351 33055 福原　澄海 ﾌｸﾊﾗ ｽｶｲ うるま市 0:24:34352 30866 又吉　里紅 ﾏﾀﾖｼ ﾘｸ うるま市 0:24:34353 30466 大村　燕 ｵｵﾑﾗ ﾂﾊﾞﾒ うるま市 0:24:36354 30789 藏當　悠太 ｸﾗﾄｳ ﾕｳﾀ うるま市 0:24:38355 30535 河井　雅人 ｶﾜｲ ﾏｻﾄ 沖縄市 0:24:39356 30837 高良　逸稀 ﾀｶﾗ ｲﾂｷ 沖縄市 0:24:40357 30902 高良　純 ﾀｶﾗ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:24:40358 30759 比嘉　大翔 ﾋｶﾞ ﾊﾙﾄ うるま市 0:24:42359 30758 比嘉　隆幸 ﾋｶﾞ ﾀｶﾕｷ うるま市 0:24:43360 30528 與那覇　裕貴 ﾖﾅﾊ ﾕｳｷ うるま市 0:24:45361 31328 大城　航 ｵｵｼﾛ ｺｳ 那覇市 0:24:45362 30452 惣慶　大輝 ｿｹｲ ﾀﾞｲｷ 沖縄市 0:24:46363 30895 せお　まもる ｾｵ ﾏﾓﾙ 北中城村 0:24:46364 30439 平安座　颯 ﾍｲｱﾝｻﾞ ﾘｭｳ うるま市 0:24:47365 30819 稲福　琉夏 ｲﾅﾌｸ ﾘｭｳｶ うるま市 0:24:48366 30607 桑江　翔太 ｸﾜｴ ｼｮｳﾀ うるま市 0:24:48367 30422 瑞慶山　良則 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ うるま市 0:24:49368 30059 Elijah DeJesus Christopher DeJesus 外国人 0:24:53369 30579 伊計　明稀 ｲｹｲ ｱｷ うるま市 0:24:55370 31507 中村　光佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ うるま市 0:24:57371 32027 榮門　瑛斗 ｴｲﾓﾝ ｱｷﾄ うるま市 0:24:57372 30531 ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ ﾏﾘﾅｳｽｷｰ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ 読谷村 0:24:58



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7373 30614 高下　昊也 ﾀｶｼﾀ ｺｳﾔ 沖縄市 0:25:00374 31632 浦添　未希翔 ｳﾗｿｴ ﾐｷﾄ うるま市 0:25:02375 33220 兼城　龍 ｶﾈｼﾛ ｻﾄｼ 宜野湾市 0:25:03376 31118 喜納　拓永 ｷﾅ ﾀｸﾄ うるま市 0:25:04377 31354 豊平　朝英 ﾄﾖﾋﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ うるま市 0:25:04378 30903 笹木　基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ うるま市 0:25:07379 30470 幸地　諒真 ｺｳﾁ ﾘｮｳﾏ うるま市 0:25:07380 30491 上間　そうた ｳｴﾏ ｿｳﾀ うるま市 0:25:08381 30574 渡邉　仁英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝｴｲ うるま市 0:25:09382 30142 ﾊﾘｳﾞｪｲ ｼﾞｬｰﾐｰ ﾊﾘｳﾞｪｲ ｼﾞｬｰﾐｰ 宜野湾市 0:25:10383 30659 佐藤　温太 ｻﾄｳ ﾊﾙﾀ うるま市 0:25:11384 31444 新屋　真 ｼﾝﾔ ﾏｺﾄ 北中城村 0:25:12385 31048 城間　優慎 ｼﾛﾏ ﾕｳﾏ うるま市 0:25:14386 30622 安次嶺　承夏 ｱｼﾐﾈ ｼｮｳﾅ うるま市 0:25:16387 33221 兼城　怜央 ｶﾈｼﾛ ﾚｵ 宜野湾市 0:25:17388 30562 Eziah Patterson ｲｻﾞﾔ ﾊﾟﾀｰｿﾝ 外国人 0:25:18389 31277 Fargher Sky Fargher Sky 外国人 0:25:18390 30251 山内　洋勝 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｶﾂ うるま市 0:25:20391 30190 金城　瑠喜哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾙｷﾔ うるま市 0:25:21392 30267 澤岻　匠也 ﾀｸｼ ｼｮｳﾔ うるま市 0:25:21393 30860 米山　亨 ﾖﾈﾔﾏ ﾄｵﾙ 愛知県 0:25:22394 30045 山城　佑介 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｽｹ 沖縄市 0:25:22395 31108 長嶺　智輝 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾄﾓｷ うるま市 0:25:22396 30870 兼次　晴斗 ｶﾈｼ ﾊﾙﾄ 沖縄市 0:25:23397 30370 諸見里　來弥 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾗｲﾔ 沖縄市 0:25:23398 30680 町田　宗琉 ﾏﾁﾀﾞ ｿｳﾘｭｳ 北谷町 0:25:26399 30293 古謝　颯大 ｺｼﾞｬ ｿｳﾀ うるま市 0:25:26400 30627 名嘉山　翼 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ うるま市 0:25:31401 30542 笹木　夢斗 ｻｻｷ ﾕﾒﾄ うるま市 0:25:32402 32795 与那原　進 ﾖﾅﾊﾗ ｽｽﾑ 宜野湾市 0:25:32403 31140 大山　将平 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 沖縄市 0:25:32404 31141 大山　絢士 ｵｵﾔﾏ ｱﾔﾄ 沖縄市 0:25:32405 30921 崎濱　良道 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳﾄ 沖縄市 0:25:34406 31529 比嘉　悠貴 ﾋｶﾞ ﾊﾙｷ うるま市 0:25:35407 30517 古川　透也 ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾔ 宜野湾市 0:25:37408 32013 川平　アレン ｶﾜﾋﾗ ｱﾚﾝ うるま市 0:25:40409 32164 照屋　博道 ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾐﾁ 沖縄市 0:25:40410 30520 仲里　悠冬 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾙﾄ うるま市 0:25:41411 30209 新垣　太一 ｱﾗｶｷ ﾀｲﾁ うるま市 0:25:42412 31943 大城　椋弥 ｵｵｼﾛ ﾘｮｳﾔ うるま市 0:25:44413 31125 德山　心陽 ﾄｸﾔﾏ ｼﾝﾖｳ うるま市 0:25:45414 30515 高良　大樹 ﾀｶﾗ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:25:45415 31629 宮城　佑太郎 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 宜野湾市 0:25:48416 30888 山里　颯南 ﾔﾏｻﾞﾄ ｶｽﾞﾅ 金武町 0:25:51417 30299 外間　駿希 ﾎｶﾏ ｼｭﾝｷ うるま市 0:25:52418 30588 佐藤　和樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ うるま市 0:25:54419 32787 平良　夏 ﾀｲﾗ ﾅﾂ 金武町 0:25:54420 30600 塩川　凌平 ｼｵｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 名護市 0:25:59421 30601 塩川　琥生 ｼｵｶﾜ ｺｳ 名護市 0:25:59422 30599 塩川　勝将 ｼｵｶﾜ ｶﾂﾉﾘ 名護市 0:25:59423 30982 清家　郁斗 ｾｲｹ ｲｸﾄ 宜野湾市 0:26:03424 30808 山城　忠 ﾔﾏｼﾛ ﾀﾀﾞｼ うるま市 0:26:03425 31952 大金　連太郎 ｵｵｶﾞﾈ ﾚﾝﾀﾛｳ うるま市 0:26:06426 31951 大金　良彦 ｵｵｶﾞﾈ ﾖｼﾋｺ うるま市 0:26:06427 32592 大庭　聖 ｵｵﾊﾞ ｺｳ 沖縄市 0:26:07428 30613 高下　尚大 ﾀｶｼﾀ ｼｮｳﾀ 沖縄市 0:26:08429 32484 與古田　汽 ﾖｺﾀﾞ ﾁｶｼ うるま市 0:26:08430 31686 比嘉　彪斗 ﾋｶﾞ ｱﾔﾄ うるま市 0:26:09431 31022 生越　真宙 ｷｺﾞｼ ﾏﾋﾛ 沖縄市 0:26:10432 33142 仲村渠　俊輔 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｼｭﾝｽｹ うるま市 0:26:11433 30805 吉和田　凜 ﾖｼﾜﾀﾞ ﾘﾝ 宜野湾市 0:26:13434 30804 吉和田　忍 ﾖｼﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 宜野湾市 0:26:13



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7435 31038 田原　圭悟 ﾀﾊﾗ ｹｲｺﾞ 中城村 0:26:14436 30668 仲村　光平 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ うるま市 0:26:15437 30064 仲村渠　琉星 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾘｭｳｾｲ 北谷町 0:26:17438 31037 田原　伸也 ﾀﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔ 中城村 0:26:17439 32536 宮里　充輝 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂｷ うるま市 0:26:18440 30667 仲村　弘光 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ うるま市 0:26:19441 30197 宇良　公佑 ｳﾗ ｺｳｽｹ 沖縄市 0:26:20442 32986 秋岡　由流 ｱｷｵｶ ﾕｲﾏﾙ 沖縄市 0:26:22443 30733 城間　圭 ｼﾛﾏ ｹｲ 嘉手納町 0:26:27444 31046 那須　隆二 ﾅｽ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 0:26:27445 30923 後藤　嘉龍右 ｺﾞﾄｳ ｶﾘｭｳ 宜野湾市 0:26:28446 30377 横田　遥音 ﾖｺﾀﾞ ﾊﾙﾄ うるま市 0:26:29447 30244 仲里　武留 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｹﾙ うるま市 0:26:31448 30585 池田　龍瀬 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾ うるま市 0:26:32449 30671 大城　栄翔 ｵｵｼﾛ ｴｲﾄ うるま市 0:26:32450 30716 玉城　陽佑 ﾀﾏｷ ﾖｳｽｹ うるま市 0:26:32451 33361 平安名　隼瑛 ﾍﾝﾅ ﾄｼｱｷ うるま市 0:26:34452 33046 仲村　史亜 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｱ うるま市 0:26:36453 30382 諸見里　安人 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾔｽﾄ うるま市 0:26:36454 30775 徳田　歩優斗 ﾄｸﾀﾞ ｱﾕﾄ うるま市 0:26:36455 31367 德田　士恩 ﾄｸﾀﾞ ｼｵﾝ うるま市 0:26:37456 32661 天久　瑞貴 ｱﾒｸ ﾐｽﾞｷ 沖縄市 0:26:37457 30743 藏根　秀太 ｸﾗﾈ ｼｭｳﾀ うるま市 0:26:38458 31803 喜原　叶愛 ｷﾊﾗ ﾄｱ うるま市 0:26:38459 30038 島袋　健 ｼﾏﾌﾞｸ ﾀｹｼ うるま市 0:26:40460 30123 阿部　蒼真 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 沖縄市 0:26:41461 31233 原口　渓 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹｲ 宜野湾市 0:26:42462 32645 池根　麗王 ｲｹﾈ ﾚｵﾝ うるま市 0:26:48463 33203 大城　堅乃助 ｵｵｼﾛ ｹﾝﾉｽｹ うるま市 0:26:52464 31395 下門　泰大 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 那覇市 0:26:55465 31662 長堂　力士 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾁｶｼ うるま市 0:26:55466 30747 島　宏泰 ｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 沖縄市 0:26:56467 31284 長堂　政也 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾏｻﾔ うるま市 0:26:56468 33139 ﾌﾞｰﾄﾞﾛｳ ﾕｳｼﾞﾝ ﾌﾞｰﾄﾞﾛｳ ﾕｳｼﾞﾝ 読谷村 0:26:57469 31473 田中　來樹 ﾀﾅｶ ﾗｲ うるま市 0:26:58470 31305 島袋　桐弥 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄｳﾔ 沖縄市 0:26:59471 30912 島袋　陸斗 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｸﾄ 沖縄市 0:26:59472 30941 植田　琉之介 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 嘉手納町 0:27:01473 32593 大庭　蓮 ｵｵﾊﾞ ﾚﾝ 沖縄市 0:27:01474 30282 伊計　諒陽 ｲｹｲ ｱｻﾋ 沖縄市 0:27:04475 30850 島　宏高 ｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 沖縄市 0:27:05476 30311 瑞慶山　修梧 ｽﾞｹﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ うるま市 0:27:05477 30488 池端　冠太 ｲｹﾊﾀ ｶﾝﾀ うるま市 0:27:05478 33328 安里　優志 ｱｻﾄ ﾕｳｼ 西原町 0:27:05479 30376 渡名喜　真於 ﾄﾅｷ ﾏｵ うるま市 0:27:08480 30580 祖堅　李星 ｿｹﾝ ﾘｾｲ うるま市 0:27:14481 30812 祖堅　桃璃 ｿｹﾝ ﾄｳﾘ うるま市 0:27:15482 30471 川平　雄次 ｶﾜﾋﾗ ﾕｳｼﾞ うるま市 0:27:15483 30527 安慶名　涼也 ｱｹﾞﾅ ﾘｮｳﾔ うるま市 0:27:15484 30295 山川　魁登 ﾔﾏｶﾜ ｶｲﾄ うるま市 0:27:16485 30708 比嘉　大翔 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾄ 宜野湾市 0:27:17486 30563 長浜　豊 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾀｶ うるま市 0:27:30487 30510 石原　昌次 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ うるま市 0:27:31488 30709 玻名城　碧海 ﾊﾅｼﾛ ｱｵ 那覇市 0:27:33489 31237 知念　清太 ﾁﾈﾝ ｾｲﾀ うるま市 0:27:33490 31998 一期崎　雄 ｲﾁｺﾞｻﾞｷ ﾕｳ うるま市 0:27:34491 31167 与座　弘人 ﾖｻﾞ ﾋﾛﾄ 南風原町 0:27:40492 30096 嘉数　匠真 ｶｶｽﾞ ﾀｸﾏ 那覇市 0:27:40493 30881 比屋根　叶都 ﾋﾔﾈ ｶﾅﾄ うるま市 0:27:45494 30845 東江　駆 ｱｶﾞﾘｴ ｶｹﾙ 西原町 0:27:46495 33353 Michael Obado Michael Obado 沖縄市 0:27:49496 31099 稲嶺　翔和 ｲﾅﾐﾈ ﾄﾜ 宜野湾市 0:27:50



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7497 33214 水野　春琉 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙ うるま市 0:27:51498 32009 吉村　旭 ﾖｼﾑﾗ ｱｻﾋ 沖縄市 0:27:51499 30803 岸本　浩成 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 沖縄市 0:27:52500 31255 金城　伸樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｷ 沖縄市 0:27:53501 31504 佐々木　竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 0:27:59502 30042 知念　玲夢 ﾁﾈﾝ ﾚｵﾝ うるま市 0:27:59503 33354 オバド　望 ｵﾊﾞﾄﾞ ﾉｿﾞﾑ 沖縄市 0:27:59504 31869 平田　悠真 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾏ うるま市 0:27:59505 30802 伊良部　大地 ｲﾗﾌﾞ ﾀﾞｲﾁ 沖縄市 0:28:04506 30967 中村　勇多 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ うるま市 0:28:05507 31124 上藏　希斗 ｳｴｸﾗ ｷｲﾄ うるま市 0:28:06508 30500 玉那覇　友雅 ﾀﾏﾅﾊ ﾕｳﾏ 沖縄市 0:28:07509 33216 安村　駿也 ﾔｽﾑﾗ ｼｭﾝﾔ うるま市 0:28:08510 30810 松本　周 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳ 沖縄市 0:28:10511 31807 山田　晴斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ うるま市 0:28:10512 30088 宮城　健志朗 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ うるま市 0:28:11513 31122 上間　煌叶 ｳｴﾏ ｷﾗﾄ うるま市 0:28:14514 30343 山城　靖 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽｼ うるま市 0:28:15515 30885 石川　元 ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 0:28:16516 30402 宜保　貫汰 ｷﾞﾎﾞ ｶﾝﾀ うるま市 0:28:18517 30390 上原　睦 ｳｴﾊﾗ ﾁｶｼ うるま市 0:28:18518 30887 山里　良太郎 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 金武町 0:28:19519 30040 山城　隼人 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾔﾄ うるま市 0:28:20520 30669 照屋　寿 ﾃﾙﾔ ﾋｻｼ うるま市 0:28:21521 30832 和泉　建琉 ｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 沖縄市 0:28:21522 30981 清家　蒼馬 ｾｲｹ ｿｳﾏ 宜野湾市 0:28:25523 33202 大城　堅作 ｵｵｼﾛ ｹﾝｻｸ うるま市 0:28:27524 30983 清家　篤紀 ｾｲｹ ｱﾂｷ 宜野湾市 0:28:28525 31561 仲村渠　仁 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾋﾄｼ 沖縄市 0:28:31526 32143 翁長　剛志郎 ｵﾅｶﾞ ｺｳｼﾛｳ 沖縄市 0:28:32527 31651 上原　直人 ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 那覇市 0:28:33528 30268 川端　陸久 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸ うるま市 0:28:38529 31005 保田　剛 ﾔｽﾀﾞ ﾂﾖ うるま市 0:28:39530 30815 小橋川　航 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｺｳ うるま市 0:28:40531 30817 小橋川　透 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾄｵﾙ うるま市 0:28:40532 30169 陳　翰東 ﾁﾝ ﾊﾝﾄﾞﾝ 沖縄市 0:28:40533 30849 山城　智晴 ﾔﾏｼﾛ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:28:44534 30853 宮城　希空 ﾐﾔｷﾞ ﾉｱ 沖縄市 0:28:45535 32436 上門　夢輝 ｳｴｼﾞｮｳ ﾑﾂｷ うるま市 0:28:46536 33175 照屋　宏絆 ﾃﾙﾔ ｺｳｷ 沖縄市 0:28:48537 31178 上原　琉聖 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ うるま市 0:28:53538 30797 宇良　公克 ｳﾗ ﾏｻｶﾂ 沖縄市 0:28:55539 31169 三宅　正敏 ﾐﾔｹ ﾏｻﾄｼ 佐賀県 0:28:56540 30731 登川　政太 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾏｻﾋﾛ うるま市 0:28:56541 31678 又吉　直樹 ﾏﾀﾖｼ ﾅｵｷ うるま市 0:28:56542 31168 三宅　徹郎 ﾐﾔｹ ﾃﾂﾛｳ 佐賀県 0:28:56543 31271 久高　大空 ｸﾀﾞｶ ｿﾗ 沖縄市 0:28:57544 31955 ﾗｲﾏｰ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ ﾃﾞｲﾋﾞｽ ﾗｲﾏｰ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ ﾃﾞｲﾋﾞｽ うるま市 0:29:02545 31261 前田　和樹 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 沖縄市 0:29:06546 32859 奥間　政貴 ｵｸﾏ ﾏｻﾀｶ うるま市 0:29:07547 30147 盛小根　正也 ﾓﾘｺﾈ ｼｮｳﾔ うるま市 0:29:08548 30537 兼城　和希 ｶﾈｼﾛ ｶｽﾞｷ うるま市 0:29:11549 30753 山城　海琉 ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾙ 沖縄市 0:29:12550 31737 富山　輝星 ﾄﾐﾔﾏ ﾎｼ うるま市 0:29:17551 30246 森山　浩志 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ うるま市 0:29:17552 30508 山城　剛 ﾔﾏｼﾛ ｺﾞｳ 沖縄市 0:29:18553 32969 與古田　憲剛 ﾖｺﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 沖縄市 0:29:19554 31654 比嘉　詠丈 ﾋｶﾞ ｴﾐﾄ うるま市 0:29:19555 31622 池間　空 ｲｹﾏ ｿﾗ うるま市 0:29:19556 30760 比嘉　来寿 ﾋｶﾞ ﾗｲｽﾞ うるま市 0:29:20557 31680 比嘉　柊弥 ﾋｶﾞ ｼｭｳﾔ 宜野湾市 0:29:21558 31100 伊禮　拓斗 ｲﾚｲ ﾀｸﾄ うるま市 0:29:23



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7559 30493 兼久　恭卓 ｶﾈｸ ｷｮｳﾀｶ うるま市 0:29:23560 30971 呉屋　佑月 ｺﾞﾔ ﾕﾂﾞｷ うるま市 0:29:25561 30629 仲松　希武 ﾅｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 浦添市 0:29:25562 30996 安富祖　研泰郎 ｱﾌｿ ｹﾝﾀﾛｳ 金武町 0:29:26563 30783 神谷　凰牙 ｶﾐﾔ ｵｳｶﾞ 読谷村 0:29:26564 31991 當眞　蒼生 ﾄｳﾏ ｱｵｲ うるま市 0:29:26565 31291 喜屋武　昌樹 ｷｬﾝ ﾏｻｷ 北中城村 0:29:28566 32461 本多　希緒 ﾎﾝﾀﾞ ｷｵ 沖縄市 0:29:30567 30577 津波　晃星 ﾂﾊ ｺｳｾｲ 読谷村 0:29:31568 31942 大城　和博 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾋﾛ うるま市 0:29:32569 30661 仲宗根　良之助 ﾅｶｿﾈ ﾘｮｳﾉｽｹ 読谷村 0:29:36570 30963 新川　侑和 ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾜ 沖縄市 0:29:38571 30961 新川　秀幸 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 沖縄市 0:29:38572 30287 上間　勝也 ｳｴﾏ ﾏｻﾔ 沖縄市 0:29:45573 31776 野口　賢一 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 浦添市 0:29:46574 31853 福原　廉山 ﾌｸﾊﾗ ﾚﾝｻﾞﾝ 沖縄市 0:29:47575 32048 比嘉　阜磨 ﾋｶﾞ ﾌｳﾏ 沖縄市 0:29:50576 31194 長浜　真理 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾝﾘ 読谷村 0:29:50577 31281 蔵根　佑樹 ｸﾗﾈ ﾕｳｷ うるま市 0:29:51578 31247 伊集　朝陽 ｲｼﾞｭ ｱｻﾋ うるま市 0:29:52579 30263 平川　大樹 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:29:54580 30973 佐藤　和武 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾀｹ 那覇市 0:29:54581 31286 藤原　義典 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 0:29:56582 32011 おくむら　ようすけ ｵｸﾑﾗ ﾖｳｽｹ 那覇市 0:29:57583 30612 松田　梨夢 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾑ 宜野湾市 0:29:59584 30925 平　悠琉 ﾀｲﾗ ﾕｳﾘｭｳ 沖縄市 0:29:59585 30475 原田　幹太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 那覇市 0:29:59586 31960 Porterfield Blaine Lee ﾎﾟｰﾀｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾚｲﾝ ﾘｰ うるま市 0:29:59587 31308 原田　大幹 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 那覇市 0:30:00588 30706 謝花　大輔 ｼﾞｬﾊﾅ ﾀﾞｲｽｹ 沖縄市 0:30:00589 30919 松本　球二 ﾏﾂﾓﾄ ｷｭｳｼﾞ 金武町 0:30:02590 31010 玉城　翔平 ﾀﾏｷ ｼｮｳﾍｲ うるま市 0:30:02591 30928 又吉　陽 ﾏﾀﾖｼ ﾊﾙｷ うるま市 0:30:03592 30927 又吉　斉 ﾏﾀﾖｼ ﾋﾄｼ うるま市 0:30:03593 31487 名城　寿夫 ﾅｼﾛ ﾋｻｵ うるま市 0:30:04594 30340 親川　陸吾 ｵﾔｶﾜ ﾘｸｱ うるま市 0:30:06595 31616 島袋　日和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾖﾘ 読谷村 0:30:06596 31769 坂田　琉碧 ｻｶﾀ ﾙｱ 読谷村 0:30:06597 32363 前堂　悠志 ﾏｴﾄﾞｳ ﾕｳｼ うるま市 0:30:08598 32077 我喜屋　孝人 ｶﾞｷﾔ ﾀｶﾄ うるま市 0:30:08599 31055 松田　渉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 那覇市 0:30:09600 32539 亀濱　弥雲 ｶﾒﾊﾏ ﾔｸﾓ 西原町 0:30:09601 31687 美里　辰弥 ﾐｻﾄ ﾀﾂﾔ 沖縄市 0:30:10602 30730 古堅　叶采 ﾌﾙｹﾞﾝ ｶﾅﾄ 沖縄市 0:30:10603 31156 松井　真都 ﾏﾂｲ ﾏﾅﾄ うるま市 0:30:11604 31435 仲本　琉雅 ﾅｶﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ うるま市 0:30:12605 30234 上原　大芽 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ うるま市 0:30:13606 30324 伊禮　裕真 ｲﾚｲ ﾕｳﾏ うるま市 0:30:16607 32581 伊是名　正樹 ｲｾﾞﾅ ﾏｻｷ 沖縄市 0:30:22608 31490 西野　将立 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾘ うるま市 0:30:24609 33044 松根　昂平 ﾏﾂﾈ ｺｳﾍｲ うるま市 0:30:24610 32076 我喜屋　薫 ｶﾞｷﾔ ｶｵﾙ うるま市 0:30:25611 31512 金城　遼平 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾍｲ 沖縄市 0:30:26612 31511 金城　正樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 沖縄市 0:30:26613 30851 岸本　悠希 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ うるま市 0:30:28614 31644 比嘉　悠葉 ﾋｶﾞ ﾕｳﾊ 北中城村 0:30:29615 31711 長浜　俊太郎 ﾅｶﾞﾊﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 読谷村 0:30:30616 31525 伊禮　雄一 ｲﾚｲ ﾕｳｲﾁ うるま市 0:30:31617 30940 中村　幸樹 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ うるま市 0:30:32618 31296 小嶋　秀弥 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾔ 沖縄市 0:30:33619 32204 小嶋　悠河 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 沖縄市 0:30:33620 31414 小嶋　隆二 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 沖縄市 0:30:33



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7621 30492 上間　春汰 ｳｴﾏ ｼｭﾝﾀ うるま市 0:30:34622 31363 富川　快盛 ﾄﾐｶﾜ ｶｲｾｲ 北中城村 0:30:35623 31373 富川　琉盛 ﾄﾐｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 北中城村 0:30:36624 32012 小野　純一 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市 0:30:39625 30158 松田　光 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾘ 読谷村 0:30:44626 32321 前堂　正也 ﾏｴﾄﾞｳ ﾏｻﾔ うるま市 0:30:46627 30279 當山　浩生 ﾄｳﾔﾏ ﾋﾛｷ うるま市 0:30:47628 31272 久高　大和 ｸﾀﾞｶ ﾄﾜ 沖縄市 0:30:49629 31153 杉　賢太朗 ｽｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ うるま市 0:30:53630 31478 中西　祥羽 ﾅｶﾆｼ ｼｮｳ うるま市 0:30:54631 32379 中西　則夫 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｵ うるま市 0:30:57632 31643 當山　誠也 ﾄｳﾔﾏ ｾｲﾔ 北谷町 0:30:58633 31642 當山　優太 ﾄｳﾔﾏ ﾕｳﾀ 北谷町 0:30:58634 30823 奥原　工 ｵｸﾊﾗ ｺｳ うるま市 0:30:59635 32497 伊地　葵 ｲｼﾞ ｱｵｲ 沖縄市 0:31:00636 30872 松島　良希 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳｷ 沖縄市 0:31:03637 32671 島袋　敦翔 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾂﾄ 沖縄市 0:31:03638 33419 翁長　幸輝 ｵﾅｶﾞ ｺｳｷ 沖縄市 0:31:06639 32202 知花　賢人 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝﾄ 沖縄市 0:31:07640 32201 知花　敦 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ 沖縄市 0:31:07641 32616 伊禮　堅哉 ｲﾚｲ ｹﾝﾔ うるま市 0:31:09642 30672 大城　栄太 ｵｵｼﾛ ｴｲﾀ うるま市 0:31:09643 32501 新垣　幸弘 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾋﾛ 嘉手納町 0:31:09644 31917 長堂　勇輝 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾕｳｷ うるま市 0:31:09645 32257 仲地　教之 ﾅｶﾁ ﾉﾘﾕｷ 沖縄市 0:31:10646 30660 喜納　千波生 ｷﾅ ﾁﾊﾙ 沖縄市 0:31:11647 31489 平良　春都 ﾀｲﾗ ﾊﾙﾄ うるま市 0:31:11648 30828 新垣　耕平 ｱﾗｶｷ ｺｳﾍｲ 中城村 0:31:16649 30389 照屋　龍輝 ﾃﾙﾔ ﾀﾂｷ 沖縄市 0:31:16650 31231 兼本　貴一郎 ｶﾈﾓﾄ ｷｲﾁﾛｳ うるま市 0:31:19651 30495 渡慶次　海吏 ﾄｹｼ ｶｲﾘ うるま市 0:31:20652 31032 立石　真七音 ﾀﾃｲｼ ﾏﾅﾄ うるま市 0:31:21653 31031 立石　俊輔 ﾀﾃｲｼ ｼｭﾝｽｹ うるま市 0:31:22654 30330 屋宜　奏汰 ﾔｷﾞ ｶﾅﾀ 宜野湾市 0:31:22655 31645 島田　泰健 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｹﾝ 南城市 0:31:26656 31605 仲村　賢 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ うるま市 0:31:27657 32116 前泊　英都 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｴｲﾄ うるま市 0:31:28658 32115 前泊　親志 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ﾁｶｼ うるま市 0:31:28659 31348 東江　学 ｱｶﾞﾘｴ ﾏﾅﾌﾞ 西原町 0:31:29660 31904 佐藤　蒼真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 沖縄市 0:31:29661 31349 東江　澄青 ｱｶﾞﾘｴ ｽﾊﾞﾙ 西原町 0:31:29662 32103 宮里　倖琉 ﾐﾔｻﾞﾄ ｺｳﾘｭｳ うるま市 0:31:29663 31388 金城　来希 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾗｲｷ うるま市 0:31:31664 31475 加藤　達暉 ｶﾄｳ ﾀﾂｷ 那覇市 0:31:32665 30118 大屋　瑠央 ｵｵﾔ ﾘｵ うるま市 0:31:33666 30058 松田　光喜 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｷ 読谷村 0:31:36667 32044 新垣　友和 ｱﾗｶｷ ﾄﾓｶｽﾞ うるま市 0:31:39668 31386 又吉　盛斗 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾘﾄ 那覇市 0:31:40669 31044 仲間　道也 ﾅｶﾏ ﾐﾁﾅﾘ 沖縄市 0:31:41670 33312 天願　博敦 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛｱﾂ 沖縄市 0:31:42671 31338 谷村　欣仁 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ 南風原町 0:31:44672 32322 前堂　豪希 ﾏｴﾄﾞｳ ｺﾞｳｷ うるま市 0:31:48673 31039 萩原　友和 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ うるま市 0:31:48674 31459 津波古　哉樹 ﾂﾊｺ ｻｲｷ 読谷村 0:31:49675 30854 具志堅　大希 ｸﾞｼｹﾝ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:31:49676 31526 伊禮　曖希 ｲﾚｲ ｱｲｷ うるま市 0:31:50677 31759 當銘　則和 ﾄｳﾒ ﾉﾘｶｽﾞ うるま市 0:31:52678 31481 中山　來 ﾅｶﾔﾏ ﾗｲ うるま市 0:31:53679 32078 津波　正太 ﾂﾊ ｼｮｳﾀ うるま市 0:31:53680 30943 松田　富雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾐｵ うるま市 0:31:54681 30898 島袋　潤 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:31:58682 31402 山根　士旺 ﾔﾏﾈ ｼﾞｮｳ うるま市 0:31:58



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7683 30644 比嘉　真路 ﾋｶﾞ ﾏｻﾐﾁ 沖縄市 0:31:59684 31764 徳門　裕也 ﾄｸｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ うるま市 0:31:59685 30637 石川　龍辰 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾝ 沖縄市 0:31:59686 31882 金城　悠斗 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ うるま市 0:31:59687 31401 山根　正敬 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ うるま市 0:32:00688 30975 上江洲　葵 ｳｴｽﾞ ｻﾄｼ うるま市 0:32:02689 32191 金城　逢希 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷ うるま市 0:32:05690 32021 我如古　将斗 ｶﾞﾈｺ ﾏｻﾄ うるま市 0:32:05691 30115 Zavier Davis ｻﾞｳﾞｨｴﾙ ﾃﾞｲﾋﾞｽ 外国人 0:32:11692 31396 下門　遼大 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 那覇市 0:32:13693 32207 神山　孝明 ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾒｲ 沖縄市 0:32:13694 31394 下門　博文 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市 0:32:14695 30569 古川　桜佑 ﾌﾙｶﾜ ｵｳｽｹ 宜野湾市 0:32:14696 32747 神山　真 ｶﾐﾔﾏ ｼﾝ 沖縄市 0:32:14697 31251 長濱　竜晴 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｭｳﾊ うるま市 0:32:16698 31241 上地　清吏 ｳｴﾁ ｷﾖﾌﾐ うるま市 0:32:17699 31603 德田　光次 ﾄｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ うるま市 0:32:17700 31710 中村　義優 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾔ 那覇市 0:32:17701 31303 神田　康世 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾖ 金武町 0:32:19702 31334 玉城　陽色 ﾀﾏｷ ﾋｲﾛ 八重瀬町 0:32:19703 31413 上江洲　聡 ｳｴｽﾞ ｻﾄｼ うるま市 0:32:23704 30761 宮城　琉文 ﾐﾔｷﾞ ﾘｭｳﾔ うるま市 0:32:27705 30187 伊野波　輝斗 ｲﾉﾊ ｱｷﾄ うるま市 0:32:28706 31088 山口　洋一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ うるま市 0:32:28707 31573 ｹﾞﾊﾞﾗ ﾏﾘｱｰﾉ太河 ｹﾞﾊﾞﾗ ﾏﾘｱｰﾉﾀｲｶﾞ 宜野湾市 0:32:30708 31913 ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾄｰﾏｽ ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾄｳﾏｽ うるま市 0:32:32709 31009 玉城　整 ﾀﾏｷ ﾋﾄｼ うるま市 0:32:32710 30420 知念　重聡 ﾁﾈﾝ ｼｹﾞｱｷ 沖縄市 0:32:32711 32435 ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ うるま市 0:32:33712 30827 宇良　公佐 ｳﾗ ﾋﾛｽｹ 沖縄市 0:32:35713 30553 仲本　連 ﾅｶﾓﾄ ﾚﾝ うるま市 0:32:36714 30498 仲本　吏輝 ﾅｶﾓﾄ ﾘｷ うるま市 0:32:36715 31050 高下　侑久 ﾀｶｼﾀ ﾕｳﾋ 沖縄市 0:32:36716 31049 高下　尚也 ﾀｶｼﾀ ﾅｵﾔ 沖縄市 0:32:37717 33090 大村　鴎 ｵｵﾑﾗ ｶﾓﾒ うるま市 0:32:38718 33150 宮城　通靖 ﾐﾔｷﾞ ﾐﾁﾔｽ うるま市 0:32:43719 32279 小濱　蓮介 ｺﾊﾏ ﾚﾝｽｹ うるま市 0:32:46720 32004 大野　晃輝 ｵｵﾉ ｺｳｷ うるま市 0:32:46721 31069 志岐　武留 ｼｷ ﾀｹﾙ うるま市 0:32:46722 31984 糸村　昌悟 ｲﾄﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 沖縄市 0:32:49723 31379 中山　晴仁 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾄ 北中城村 0:32:51724 30894 又吉　賢慎 ﾏﾀﾖｼ ｹﾝｼﾝ 那覇市 0:32:51725 31366 中山　尚 ﾅｶﾔﾏ ﾋｻｼ 北中城村 0:32:51726 31945 神里　真絢音 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏﾔﾄ 南風原町 0:32:52727 31970 仲眞　海 ﾅｶﾏ ｳﾐ 北中城村 0:32:52728 31969 仲眞　拓則 ﾅｶﾏ ﾀｸﾉﾘ 北中城村 0:32:53729 32230 中村　義弘 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 那覇市 0:32:54730 32212 山川　幸男 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｵ 南風原町 0:32:54731 30959 知花　凜音 ﾁﾊﾞﾅ ﾚｵﾝ うるま市 0:32:55732 31753 福原　飛 ﾌｸﾊﾗ ｶｹﾙ うるま市 0:32:55733 30347 米須　加武唯 ｺﾒｽ ｶﾑｲ 沖縄市 0:33:00734 30349 池原　秀和 ｲｹﾊﾗ ｼｭｳﾜ 沖縄市 0:33:00735 31017 奥間　政矢 ｵｸﾏ ｾｲﾔ うるま市 0:33:03736 31447 幸地　真司 ｺｳﾁ ﾏｻｼ うるま市 0:33:04737 31521 中地　学 ﾅｶﾁ ﾏﾅﾌﾞ 宜野湾市 0:33:05738 31523 中地　晃大 ﾅｶﾁ ｺｳﾀﾞｲ 宜野湾市 0:33:05739 31886 仲間　琉貴 ﾅｶﾏ ﾙｷ 沖縄市 0:33:08740 31380 兼城　進 ｶﾈｼﾛ ｽｽﾑ 宜野湾市 0:33:08741 32406 徳門　哲久 ﾄｸｼﾞｮｳ ﾃﾂｸ うるま市 0:33:14742 33042 磨　隆徳 ﾐｶﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 沖縄市 0:33:14743 30953 津波古　琉生 ﾂﾊｺ ﾙｲ うるま市 0:33:15744 31246 中曽根　青輝 ﾅｶｿﾈ ﾊﾙｷ うるま市 0:33:16



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7745 32554 嘉手苅　直成 ｶﾃﾞｶﾙ ﾅｵﾅﾘ 南風原町 0:33:18746 32867 川端　悠翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 沖縄市 0:33:21747 32865 川端　晋也 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 沖縄市 0:33:21748 31845 渡嘉敷　博斗 ﾄｶｼｷ ﾋﾛﾄ 沖縄市 0:33:23749 31468 砂辺　宏治 ｽﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ うるま市 0:33:25750 30344 Brown Gregory ﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 沖縄市 0:33:28751 31623 平良　将文 ﾀｲﾗ ﾏｻﾌﾐ うるま市 0:33:30752 32523 小林　実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 那覇市 0:33:30753 33130 松本　俊 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 那覇市 0:33:33754 30041 まえだ　たかひろ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宜野湾市 0:33:35755 32409 比嘉　辰成 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾅﾘ 北中城村 0:33:35756 32047 比嘉　一磨 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 0:33:36757 30091 新垣　日瀬 ｱﾗｶｷ ﾋﾞｾ うるま市 0:33:37758 31910 市原　純成 ｲﾁﾊﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ うるま市 0:33:39759 31813 上地　凜空 ｳｴﾁ ﾘｸ うるま市 0:33:40760 32098 上地　竜也 ｳｴﾁ ﾘｭｳﾔ うるま市 0:33:40761 30911 屋宜　紀行 ﾔｷﾞ ﾉﾘﾕｷ うるま市 0:33:42762 31483 小沼　海翔 ｵﾇﾏ ｶｲﾄ うるま市 0:33:45763 31709 玉利　政樹 ﾀﾏﾘ ﾏｻｷ 那覇市 0:33:45764 31412 冨名腰　陸 ﾌﾅｺｼ ﾘｸ うるま市 0:33:49765 30831 勝連　朝幸 ｶﾂﾚﾝ ﾁｮｳｺｳ うるま市 0:33:50766 32141 與儀　隆吾 ﾖｷﾞ ﾘｭｳｺﾞ 沖縄市 0:33:51767 32139 與儀　隆次 ﾖｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 沖縄市 0:33:51768 31287 池原　楓真 ｲｹﾊﾗ ﾌｳﾏ うるま市 0:33:53769 33357 知名　京矢 ﾁﾅ ｷｮｳﾔ うるま市 0:33:56770 32386 山内　星海 ﾔﾏｳﾁ ｾﾅ うるま市 0:33:58771 31746 とうま　しもん ﾄｳﾏ ｼﾓﾝ 浦添市 0:34:04772 31096 又吉　大吾 ﾏﾀﾖｼ ﾀﾞｲｺﾞ 沖縄市 0:34:04773 31091 田場　盛貴 ﾀﾊﾞ ﾓﾘﾀｶ うるま市 0:34:05774 33283 平良　桜雅 ﾀｲﾗ ｵｳｶﾞ うるま市 0:34:05775 30650 東門　武丸 ｱｶﾞﾘｼﾞｮｳ ﾀｹﾏﾙ うるま市 0:34:06776 31285 桑江　柚希 ｸﾜｴ ﾕｽﾞｷ うるま市 0:34:06777 31427 上間　拓翔 ｳｴﾏ ﾀｸﾄ 北中城村 0:34:10778 30848 上間　義雄 ｳｴﾏ ﾖｼｵ 北中城村 0:34:12779 30840 またよし　けいせい ﾏﾀﾖｼ ｹｲｾｲ うるま市 0:34:14780 31257 又吉　信介 ﾏﾀﾖｼ ｼﾝｽｹ うるま市 0:34:15781 31292 町田　喜政 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 沖縄市 0:34:18782 31423 天願　伸一 ﾃﾝｶﾞﾝ ｼﾝｲﾁ うるま市 0:34:20783 32999 比嘉　太嗣 ﾋｶﾞ ﾀｲｼ うるま市 0:34:22784 30682 天願　幹 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾓﾄｷ うるま市 0:34:25785 32262 知念　昂佑 ﾁﾈﾝ ｺｳｽｹ 南城市 0:34:26786 31788 うざ　まさのり ｳｻﾞ ﾏｻﾉﾘ 読谷村 0:34:32787 31375 照屋　守敬 ﾃﾙﾔ ｼｭｹｲ うるま市 0:34:33788 32767 新川　泰知 ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾁ 沖縄市 0:34:33789 32974 Manuel Noah ﾏﾆｭｴﾙ ﾉｱ 沖縄市 0:34:34790 32973 Manuel Allan ﾏﾆｭｴﾙ ｱﾗﾝ 沖縄市 0:34:35791 32680 島元　朗 ｼﾏﾓﾄ ｱｷﾗ うるま市 0:34:35792 31539 宮城　健二 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ うるま市 0:34:37793 31578 大城　栄栞郎 ｵｵｼﾛ ｴｲｼﾛｳ うるま市 0:34:37794 30476 仲嶺　大世 ﾅｶﾐﾈ ﾀｲｾ 宜野湾市 0:34:37795 30499 新垣　友規 ｱﾗｶｷ ﾄﾓｷ 中城村 0:34:42796 31356 吉田　勝 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 沖縄市 0:34:45797 30589 崎原　実 ｻｷﾊﾗ ﾐﾉﾙ 沖縄市 0:34:45798 31885 仲間　麗人 ﾅｶﾏ ﾚｲﾄ 沖縄市 0:34:46799 31192 幸地　琉煌 ｺｳﾁ ﾙｵｳ 嘉手納町 0:34:47800 33284 平良　絆翔 ﾀｲﾗ ﾊﾝﾄ うるま市 0:34:47801 31975 吉野　流我 ﾖｼﾉ ﾘｭｳｶﾞ うるま市 0:34:50802 30689 小橋川　桜輝 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｵｳｷ うるま市 0:34:51803 31288 玉元　天琳 ﾀﾏﾓﾄ ﾃﾝﾘ うるま市 0:34:51804 31324 玉元　剛 ﾀﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ うるま市 0:34:51805 31706 藏當　惟想 ｸﾗﾄｳ ﾕｲｱ うるま市 0:34:52806 31426 神谷　繁雄 ｶﾐﾔ ｼｹﾞｵ 名護市 0:34:54



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7807 31301 安慶名　桃汰 ｱｹﾞﾅ ﾓﾓﾀ うるま市 0:34:54808 31304 安慶名　一 ｱｹﾞﾅ ﾊｼﾞﾒ うるま市 0:34:55809 32061 田原　誠也 ﾀﾊﾗ ｼｹﾞﾅﾘ うるま市 0:35:01810 32062 田原　颯太 ﾀﾊﾗ ｿｳﾀ うるま市 0:35:02811 31499 和仁屋　心瑠 ﾜﾆﾔ ｺｺﾙ うるま市 0:35:02812 31498 和仁屋　和樹 ﾜﾆﾔ ｶｽﾞｷ うるま市 0:35:02813 31075 山城　正明 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｱｷ うるま市 0:35:03814 30487 安里　崇良 ｱｻﾄ ｿﾗ 宜野湾市 0:35:04815 31949 宮城　咲亜 ﾐﾔｷﾞ ｻｸｱ 沖縄市 0:35:04816 31778 今出　大世 ｲﾏﾃﾞ ﾀｲｾｲ 沖縄市 0:35:04817 31770 大見謝　聡 ｵｵﾐｼﾞｬ ｻﾄｼ うるま市 0:35:05818 31777 今出　隆 ｲﾏﾃﾞ ﾀｶｼ 沖縄市 0:35:05819 32728 仲本　昌人 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾄ うるま市 0:35:06820 32729 仲本　怜生 ﾅｶﾓﾄ ﾚｵ うるま市 0:35:06821 32764 ﾊﾞｰﾆｰ 龍之介 ﾊﾞｰﾆｰ ﾘｭｳﾉｽｹ うるま市 0:35:07822 32904 うざ　ひろまさ ｳｻﾞ ﾋﾛﾏｻ 読谷村 0:35:08823 31553 佐渡山　安志 ｻﾄﾞﾔﾏ ﾔｽﾕｷ うるま市 0:35:11824 31137 大城　日汰 ｵｵｼﾛ ﾋﾅﾀ 宜野湾市 0:35:11825 31883 金城　尚貴 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅｵｷ うるま市 0:35:11826 30630 兼城　蓮 ｶﾈｼﾛ ﾚﾝ うるま市 0:35:21827 31804 山根　大侍 ﾔﾏﾈ ﾀｲｼﾞﾝ うるま市 0:35:21828 30301 首里　翔音 ｼｭﾘ ｼｮｳｵﾝ 沖縄市 0:35:21829 30325 古堅　雄吏 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾕｳﾘ うるま市 0:35:22830 32274 池根　貫太 ｲｹﾈ ｶﾝﾀ うるま市 0:35:23831 30157 山根　忍 ﾔﾏﾈ ｼﾉﾌﾞ うるま市 0:35:24832 31646 安慶名　清 ｱｹﾞﾅ ｷﾖｼ うるま市 0:35:26833 33091 嘉陽田　樹 ｶﾖｳﾀﾞ ﾀﾂｷ うるま市 0:35:28834 33207 中村　戴志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ うるま市 0:35:28835 33238 上原　大志 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｼ うるま市 0:35:28836 31146 具志　彪斗 ｸﾞｼ ｱﾔﾄ うるま市 0:35:29837 32019 我如古　春二 ｶﾞﾈｺ ｼｭﾝｼﾞ うるま市 0:35:30838 30302 首里　誠音 ｼｭﾘ ｾｲｵﾝ 沖縄市 0:35:31839 31177 前堂　新 ﾏｴﾄﾞｳ ｱﾗﾀ うるま市 0:35:35840 31174 前堂　智成 ﾏｴﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ うるま市 0:35:36841 31204 與座　嘉一郎 ﾖｻﾞ ｶｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:35:37842 31928 古堅　博千 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾋﾛｶｽﾞ うるま市 0:35:38843 31209 宮城　凌大 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ うるま市 0:35:42844 31208 宮城　好彦 ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾋｺ うるま市 0:35:43845 30137 首里　龍音 ｼｭﾘ ﾘｭｳｵﾝ 沖縄市 0:35:44846 33210 宮平　優汰 ﾐﾔﾋﾗ ﾕｳﾀ 沖縄市 0:35:45847 32698 比嘉　祐己 ﾋｶﾞ ﾀｽｷ 宜野湾市 0:35:46848 32441 山城　涼介 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳｽｹ 沖縄市 0:35:47849 32603 末吉　崇輝 ｽｴﾖｼ ﾀｶｷ 北谷町 0:35:48850 31901 宮国　蓮太 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾚﾝﾀ うるま市 0:35:48851 33061 太田　コナ ｵｵﾀ ｺﾅ うるま市 0:35:48852 30742 大城　範吏 ｵｵｼﾛ ﾊﾞﾝﾘ うるま市 0:35:49853 31357 山内　昌俊 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾄｼ 沖縄市 0:35:49854 32145 又吉　健 ﾏﾀﾖｼ ｹﾝ 沖縄市 0:35:51855 31486 伊保　海李 ｲﾎ ｶｲﾘ うるま市 0:35:55856 32547 玉城　七音 ﾀﾏｼﾛ ﾅﾅﾄ うるま市 0:35:55857 32546 當銘　靖 ﾄｳﾒ ﾔｽｼ うるま市 0:35:55858 31618 粟国　亮太 ｱｸﾞﾆ ﾘｮｳﾀ 那覇市 0:35:59859 32602 末吉　教彦 ｽｴﾖｼ ﾉﾘﾋｺ 北谷町 0:36:00860 31364 金城　貴雄 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｵ うるま市 0:36:00861 32431 ﾊｰﾃﾞｨｰ ﾎﾟｰﾙ ﾊｰﾃﾞｨｰ ﾎﾟｰﾙ 沖縄市 0:36:00862 32249 仲里　信也 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝﾔ うるま市 0:36:00863 32855 伊波　聖真 ｲﾊ ｼｮｳﾏ 沖縄市 0:36:04864 33128 平良　修利 ﾀｲﾗ ｼｭｳﾄ 浦添市 0:36:05865 32064 嘉手苅　巌 ｶﾃﾞｶﾙ ｲﾜｦ 南風原町 0:36:05866 31265 奥間　奏太 ｵｸﾏ ｿｳﾀ 宜野湾市 0:36:08867 33317 比嘉　修 ﾋｶﾞ ｵｻﾑ 沖縄市 0:36:09868 32312 渡具知　史翔 ﾄｸﾞﾁ ﾌﾐﾄ 沖縄市 0:36:11



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7869 31666 宮城　英喜 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ うるま市 0:36:12870 31962 渡具知　正史 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻｼ 沖縄市 0:36:13871 33078 大城　幸司 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ うるま市 0:36:21872 33198 兼次　琉羽衣 ｶﾈｼ ﾙｳｲ 金武町 0:36:23873 33087 菊地　正人 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ うるま市 0:36:23874 31591 大城　奏力 ｵｵｼﾛ ｶﾅｲ 宜野湾市 0:36:24875 33186 兼次　琉聖 ｶﾈｼ ﾙｱ うるま市 0:36:24876 31136 大城　秀喜 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞｷ 宜野湾市 0:36:24877 32088 平良　奏音 ﾀｲﾗ ｶﾉﾝ うるま市 0:36:26878 33097 外間　旭 ﾎｶﾏ ｱｻﾋ うるま市 0:36:30879 32427 兼城　昊 ｶﾈｼﾛ ｺｳ うるま市 0:36:32880 31170 伊禮　正智 ｲﾚｲ ﾏｻﾄﾓ 読谷村 0:36:32881 32344 石川　正人 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾄ うるま市 0:36:33882 33193 町田　波琉 ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙ 宜野湾市 0:36:34883 33192 町田　興信 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｼﾝ 宜野湾市 0:36:36884 30581 山根　直樹 ﾔﾏﾈ ﾅｵｷ うるま市 0:36:38885 30634 仲間　優也 ﾅｶﾏ ﾕｳﾔ 沖縄市 0:36:40886 33079 大城　幸輪 ｵｵｼﾛ ﾕｷﾏﾙ うるま市 0:36:42887 31903 佐藤　新吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 沖縄市 0:36:43888 31416 仲間　聖 ﾅｶﾏ ｾｲ 金武町 0:36:43889 30879 平良　剛 ﾀｲﾗ ﾂﾖｼ うるま市 0:36:44890 30916 藏本　郁雄 ｸﾗﾓﾄ ｲｸｵ うるま市 0:36:46891 33168 榮門　永将 ｴｲﾓﾝ ｴﾏ うるま市 0:36:46892 31333 大川　瑛斗 ｵｵｶﾜ ｴｲﾄ 沖縄市 0:36:47893 31015 兼城　晃 ｶﾈｼﾛ ｺｳ うるま市 0:36:50894 31014 兼城　信也 ｶﾈｼﾛ ｼﾝﾔ うるま市 0:36:51895 30055 伊敷　亮太 ｲｼｷ ﾘｮｳﾀ 読谷村 0:36:53896 33183 石川　正 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ うるま市 0:36:54897 32242 平良　晴 ﾀｲﾗ ﾊﾙ 金武町 0:36:54898 32247 與那覇　譲己 ﾖﾅﾊ ﾕｽﾞｷ 沖縄市 0:36:54899 31744 森山　朝賀 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓｼｹﾞ 沖縄市 0:36:57900 32100 大岡　蓮 ｵｵｵｶ ﾚﾝ うるま市 0:36:58901 32404 SKC ｴｽｹｰｼｰ うるま市 0:36:58902 32705 田場　煌己 ﾀﾊﾞ ｺｳｷ うるま市 0:36:59903 33035 兼島　きんにくん ｶﾈｼﾏ ｷﾝﾆｸﾝ うるま市 0:37:00904 31500 神田　康成 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｾｲ 金武町 0:37:00905 31471 藤田　和彦 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ うるま市 0:37:01906 30997 神田　康秀 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 金武町 0:37:01907 30825 大城　宙丸 ｵｵｼﾛ ｿﾗﾏﾙ 豊見城市 0:37:04908 32521 玉城　大斗 ﾀﾏｷ ﾀﾞｲﾄ 那覇市 0:37:05909 33009 森根　萌人 ﾓﾘﾈ ﾓﾝﾄ うるま市 0:37:06910 32519 玉城　善信 ﾀﾏｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 那覇市 0:37:06911 31707 田場　蓮心 ﾀﾊﾞ ﾚﾝﾄ うるま市 0:37:06912 32873 池根　來樹 ｲｹﾈ ﾗｲｷ うるま市 0:37:10913 31615 島袋　和也 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾔ 読谷村 0:37:14914 31358 桃原　廣市 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾋﾛｲﾁ 中城村 0:37:15915 31359 黒木　来希 ｸﾛｷ ﾗｲｷ 中城村 0:37:15916 30341 親川　世莉 ｵﾔｶﾜ ｾﾝﾘ うるま市 0:37:19917 31672 田場　旭 ﾀﾊﾞ ｱｻﾋ うるま市 0:37:20918 32542 吉里　友海翔 ﾖｼｻﾞﾄ ﾕｳﾄ うるま市 0:37:21919 32630 仲宗根　愛之助 ﾅｶｿﾈ ｱｲﾉｽｹ うるま市 0:37:21920 33365 崎上　桂弥 ｻｷｼﾞｮｳ ｶﾂﾔ うるま市 0:37:23921 31228 大城　ひいちょう ｵｵｼﾛ ﾋｲﾁｮｳ うるま市 0:37:24922 33301 比嘉　暁人 ﾋｶﾞ ｱｷﾋﾄ 中城村 0:37:25923 32001 上藏　大登 ｳｴｸﾗ ﾋﾛﾄ うるま市 0:37:25924 31051 嘉陽　宗 ｶﾖｳ ﾑﾈ うるま市 0:37:26925 32814 田中　幹大 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ うるま市 0:37:32926 31034 儀保　尚之 ｷﾞﾎﾞ ｼｮｳﾉ うるま市 0:37:33927 31033 儀保　健一 ｷﾞﾎﾞ ｹﾝｲﾁ うるま市 0:37:34928 30968 松田　莉旺 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵｳ 沖縄市 0:37:35929 31320 志多伯　光基 ｼﾀﾊｸ ﾐﾂｷ うるま市 0:37:36930 31982 糸村　昌彦 ｲﾄﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 沖縄市 0:37:36



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7931 31385 国場　克希 ｺｸﾊﾞ ｶﾂｷ うるま市 0:37:39932 31095 上間　南和 ｳｴﾏ ﾅｵ 沖縄市 0:37:39933 30545 赤嶺　洸 ｱｶﾐﾈ ｺｳ うるま市 0:37:39934 31302 中山　祥 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ うるま市 0:37:41935 32826 田中　久也 ﾀﾅｶ ﾋｻﾔ うるま市 0:37:45936 33227 山根　桜祐 ﾔﾏﾈ ｵｳｽｹ 沖縄市 0:37:46937 33225 山根　祐作 ﾔﾏﾈ ﾕｳｻｸ 沖縄市 0:37:46938 31152 杉　亮一 ｽｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ うるま市 0:37:47939 31914 比嘉　颯助 ﾋｶﾞ ｿｳｽｹ うるま市 0:37:48940 32953 佐藤　浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 沖縄市 0:37:49941 31915 比嘉　博之 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾕｷ うるま市 0:37:50942 31546 大城　才伸 ｵｵｼﾛ ﾄｼﾉﾌﾞ 沖縄市 0:37:51943 32816 田中　琳也 ﾀﾅｶ ﾘﾝﾔ うるま市 0:37:52944 31360 黒木　星弥 ｸﾛｷ ｾｲﾔ 中城村 0:37:52945 31283 黒木　結斗 ｸﾛｷ ﾕｲﾄ 中城村 0:37:52946 31544 西野　勝 ﾆｼﾉ ﾏｻﾙ うるま市 0:37:53947 31322 兼次　陸樹 ｶﾈｼ ﾘｯｷ 金武町 0:37:53948 31309 富田　博幸 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ うるま市 0:37:54949 31298 とみた　ひろと ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾄ うるま市 0:37:54950 33026 奥　閏太郎 ｵｸ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 那覇市 0:37:55951 33025 奥　祐一郎 ｵｸ ﾕｳｲﾁﾛｳ 那覇市 0:37:56952 32573 小橋川　正也 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 沖縄市 0:37:57953 32718 田場　篤 ﾀﾊﾞ ｱﾂｼ うるま市 0:37:57954 32413 大濱　玄心 ｵｵﾊﾏ ｹﾞﾝｷ 北中城村 0:37:57955 32410 大濱　秀信 ｵｵﾊﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 北中城村 0:37:57956 33021 桑江　司 ｸﾜｴ ﾂｶｻ うるま市 0:38:10957 31273 下地　康弘 ｼﾓｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 那覇市 0:38:17958 32300 浜田　宗賢 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳｹﾝ うるま市 0:38:17959 30813 名嘉真　琉恩 ﾅｶﾏ ﾘｵﾝ うるま市 0:38:22960 30741 渡慶次　陸斗 ﾄｹｼ ﾘｸﾄ うるま市 0:38:23961 31780 冨原　守人 ﾄﾐﾊﾗ ｼｭｳﾄ 糸満市 0:38:29962 31779 冨原　守 ﾄﾐﾊﾗ ﾏﾓﾙ 糸満市 0:38:29963 31166 屋宜　公也 ﾔｷﾞ ｺｳﾔ 金武町 0:38:29964 31030 前里　宗太郎 ﾏｴｻﾞﾄ ｿｳﾀﾛｳ 那覇市 0:38:30965 31661 新垣　秀範 ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 0:38:30966 31165 屋宜　盛利 ﾔｷﾞ ﾓﾙﾄｼ 金武町 0:38:30967 32957 川田　唯翔 ｶﾜﾀﾞ ﾕｲｶﾞ 北谷町 0:38:31968 31815 與那嶺　悠 ﾖﾅﾐﾈ ﾕｳ うるま市 0:38:33969 30408 仲村渠　陽斗 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾊﾙﾄ 北谷町 0:38:33970 32591 西銘　耕進 ﾆｼﾒ ｺｳｼﾝ 浦添市 0:38:35971 31315 山城　優牙 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｶﾞ うるま市 0:38:35972 32020 我如古　将太 ｶﾞﾈｺ ｼｮｳﾀ うるま市 0:38:35973 31794 山城　快翔 ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ うるま市 0:38:35974 31829 宮里　直樹 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵｷ 沖縄市 0:38:35975 31964 兼城　光雄 ｶﾈｼﾛ ﾐﾂｵ うるま市 0:38:36976 33143 屋良　柊斗 ﾔﾗ ｼｭｳﾄ うるま市 0:38:37977 31961 新垣　智也 ｱﾗｶｷ ﾄﾓﾔ うるま市 0:38:37978 32714 城間　駿汰 ｼﾛﾏ ｼｭﾝﾀ うるま市 0:38:37979 31446 赤嶺　江紫 ｱｶﾐﾈ ｺｳｼ 宜野座村 0:38:38980 32444 城間　太一 ｼﾛﾏ ﾀｲﾁ うるま市 0:38:39981 31652 伊計　愛汰 ｲｹｲ ｶﾅﾀ うるま市 0:38:39982 31871 島袋　充 ｼﾏﾌﾞｸ ﾐﾂﾙ うるま市 0:38:40983 32067 平野　琉星 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｾｲ うるま市 0:38:40984 33364 與古田　越 ﾖｺﾀﾞ ﾜﾀﾙ うるま市 0:38:43985 31582 宮城　成旺 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵ うるま市 0:38:43986 31583 宮城　啓 ﾐﾔｷﾞ ｹｲ うるま市 0:38:43987 31016 奥間　政敏 ｵｸﾏ ﾏｻﾄｼ うるま市 0:38:44988 31198 田盛　日了 ﾀﾓﾘ ﾋｻﾄ うるま市 0:38:47989 30153 山内　盛一郎 ﾔﾏｳﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:38:47990 31801 兼城　海 ｶﾈｼﾛ ｶｲ うるま市 0:38:48991 32178 比嘉　正行 ﾋｶﾞ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 0:38:51992 31201 田中　琉晴 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 糸満市 0:38:52



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/7993 30238 新城　幸大 ｱﾗｼﾛ ｺｳﾀﾞｲ うるま市 0:38:56994 31824 和泉　健二 ｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 0:38:57995 33396 備瀬　朝和 ﾋﾞｾ ﾄﾓｶｽﾞ 那覇市 0:38:59996 31726 伊禮　君人 ｲﾚｲ ﾅｵﾄ うるま市 0:39:06997 31371 新屋敷　歩真 ｼﾝﾔｼｷ ﾕｳﾏ うるま市 0:39:07998 32679 安座間　竣汰 ｱｻﾞﾏ ｼｭﾝﾀ うるま市 0:39:07999 31023 玉城　颯也 ﾀﾏｼﾛ ｿｳﾔ 沖縄市 0:39:081000 32163 安座間　亮汰 ｱｻﾞﾏ ﾘｮｳﾀ うるま市 0:39:081001 32336 安座間　直樹 ｱｻﾞﾏ ﾅｵｷ うるま市 0:39:091002 33398 新垣　佑衣人 ｼﾝｶﾞｷ ﾕｲﾄ うるま市 0:39:091003 31833 石川　風悟 ｲｼｶﾜ ﾌｳｺﾞ うるま市 0:39:091004 32857 仲里　頼翔 ﾅｶｻﾞﾄ ﾗｲﾄﾞ うるま市 0:39:101005 30558 津波古　琉夢 ﾂﾊｺ ﾙﾑ うるま市 0:39:101006 32543 吉里　健翔 ﾖｼｻﾞﾄ ｹﾝﾄ うるま市 0:39:111007 33031 根路銘　論 ﾈﾛﾒ ﾛﾝ 宜野湾市 0:39:111008 30726 砂川　直樹 ｽﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ 浦添市 0:39:141009 30713 平良　江龍 ﾀｲﾗ ｺｳﾘｭｳ うるま市 0:39:141010 31681 島袋　覚 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄﾙ うるま市 0:39:151011 30897 平良　龍二 ﾀｲﾗ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 0:39:151012 32287 内間　竜 ｳﾁﾏ ﾘｮｳ うるま市 0:39:171013 32030 真鶴　悠 ﾏﾂﾞﾙ ﾕｳ うるま市 0:39:211014 31268 金城　樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 南城市 0:39:211015 31515 祖堅　善史 ｿｹﾝ ﾖｼﾌﾐ うるま市 0:39:211016 32029 真鶴　典史 ﾏﾂﾞﾙ ﾉﾘﾌﾐ うるま市 0:39:221017 32059 比嘉　学 ﾋｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ うるま市 0:39:231018 30955 大浦　馨 ｵｵｳﾗ ｶｵﾙ うるま市 0:39:241019 32358 光益　玄喜 ﾐﾂﾏｽ ｹﾞﾝｷ 沖縄市 0:39:251020 33131 照屋　はると ﾃﾙﾔ ﾊﾙﾄ うるま市 0:39:281021 31084 久場　良武 ｸﾊﾞ ﾛﾑ 沖縄市 0:39:281022 32641 森根　利久 ﾓﾘﾈ ﾘｸ うるま市 0:39:301023 32293 島元　咲太朗 ｼﾏﾓﾄ ｻｸﾀﾛｳ うるま市 0:39:301024 31735 仲田　秀市 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｲﾁ 金武町 0:39:311025 32697 屋宜　羽瑛武 ﾔｷﾞ ｳｪｲﾝ うるま市 0:39:321026 32190 金城　卓 ｷﾝｼﾞｮｳ ｽｸﾞﾙ うるま市 0:39:321027 30988 仲宗根　友一 ﾅｶｿﾈ ﾕｳｲﾁ うるま市 0:39:351028 31985 糸村　昌斗 ｲﾄﾑﾗ ｱｷﾄ 沖縄市 0:39:361029 31908 東江　光輝 ｱｶﾞﾘｴ ｺｳｷ 北谷町 0:39:361030 33414 玉宮　琳斗 ﾀﾏﾐﾔ ﾘﾄ 沖縄市 0:39:361031 33152 新垣　輝真 ｱﾗｶｷ ﾃﾙﾏ うるま市 0:39:401032 32417 森松　長勇 ﾓﾘﾏﾂ ﾁｮｳﾕｳ うるま市 0:39:421033 32416 森松　長久 ﾓﾘﾏﾂ ﾁｮｳｷｭｳ うるま市 0:39:431034 30736 安富祖　考泰郎 ｱﾌｿ ｺｳﾀﾛｳ 金武町 0:39:431035 33413 玉宮　星亜 ﾀﾏﾐﾔ ｾｱ 沖縄市 0:39:451036 32720 比嘉　誠栄 ﾋｶﾞ ｾｲｴｲ 沖縄市 0:39:481037 31109 長嶺　由哲 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｳﾃﾂ うるま市 0:39:491038 31472 當間　皓太 ﾄｳﾏ ｺｳﾀ うるま市 0:39:491039 32549 島袋　玲士音 ｼﾏﾌﾞｸ ﾚｵﾈ 沖縄市 0:39:511040 30290 町田　宗樹 ﾏﾁﾀﾞ ﾑﾈｷ 沖縄市 0:39:531041 32073 田崎　大成 ﾀｻｷ ﾀｲｾｲ 東京都 0:39:531042 32140 與儀　圭祐 ﾖｷﾞ ｹｲｽｹ 沖縄市 0:40:021043 31567 宮城　えいと ﾐﾔｷﾞ ｴｲﾄ 那覇市 0:40:031044 32043 宮城　良平 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ うるま市 0:40:031045 30231 仲間　和紀 ﾅｶﾏ ｶｽﾞｷ うるま市 0:40:051046 31977 崎浜　瞬 ｻｷﾊﾏ ｼｭﾝ うるま市 0:40:061047 31979 崎浜　煌 ｻｷﾊﾏ ｺｳ うるま市 0:40:061048 31797 宮城　英雄 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｵ うるま市 0:40:091049 32097 徳村　清史 ﾄｸﾑﾗ ｷﾖﾌﾐ うるま市 0:40:121050 31810 金城　健治 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 0:40:131051 32041 上江洲　一志 ｳｴｽﾞ ｶｽﾞｼ うるま市 0:40:151052 31134 當眞　康生 ﾄｳﾏ ｺｳｷ 沖縄市 0:40:181053 31133 當眞　嗣夫 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞｵ 沖縄市 0:40:181054 32793 岸本　恵至郎 ｷｼﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ うるま市 0:40:22



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/71055 33374 又吉　真哉 ﾏﾀﾖｼ ｼﾝﾔ 浦添市 0:40:221056 33319 小潮川　結哉 ｺｼｵｶﾜ ﾕｲﾔ 沖縄市 0:40:241057 32589 西銘　佑耕 ﾆｼﾒ ﾕｳｺｳ 浦添市 0:40:251058 30654 比嘉　快 ﾋｶﾞ ｶｲ 沖縄市 0:40:281059 30777 渡名喜　健 ﾄﾅｷ ﾀｹｼ うるま市 0:40:291060 31924 宮内　慶人 ﾐﾔｳﾁ ｹｲﾄ うるま市 0:40:301061 31139 桑江　優成 ｸﾜｴ ﾕｳｾｲ 沖縄市 0:40:331062 31922 宮内　暁生 ﾐﾔｳﾁ ｱｷｵ うるま市 0:40:331063 31866 仲嶺　洋介 ﾅｶﾐﾈ ﾖｳｽｹ 沖縄市 0:40:341064 33002 仲嶺　風太 ﾅｶﾐﾈ ﾌｳﾀ 沖縄市 0:40:351065 32429 安里　徠 ｱｻﾄ ﾗｲｷ うるま市 0:40:371066 31870 安里　舜 ｱｻﾄ ｼｭﾝ うるま市 0:40:371067 30237 木村　悠之真 ｷﾑﾗ ﾕｳﾉｼﾝ うるま市 0:40:381068 30236 源河　竜斗 ｹﾞﾝｶ ﾀﾂﾄ うるま市 0:40:381069 31497 黒島　志南 ｸﾛｼﾏ ﾀﾞﾝ 本部町 0:40:381070 31240 城間　奏樹 ｼﾛﾏ ｿｳｲﾁ 沖縄市 0:40:401071 31430 黒島　豪 ｸﾛｼﾏ ﾀｹｼ 本部町 0:40:431072 32782 今村　卓也 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸﾔ うるま市 0:40:431073 31701 又吉　法尚 ﾏﾀﾖｼ ﾉﾘﾋｻ うるま市 0:40:431074 31683 上江洲　元暉 ｳｴｽﾞ ﾓﾄｷ うるま市 0:40:451075 31682 上江洲　芳樹 ｳｴｽﾞ ﾖｼｷ うるま市 0:40:461076 32252 辺土　好昭 ﾍﾄﾞ ﾖｼｱｷ うるま市 0:40:491077 32109 平　武 ﾀｲﾗ ﾀｹｼ 沖縄市 0:40:511078 31143 篠原　央 ｼﾉﾊﾗ ﾋｻｼ 東京都 0:40:531079 32187 豊里　友直 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾄﾓﾅｵ 名護市 0:40:541080 33338 ﾃｨｽﾀﾏｰ あいく ﾃｨｽﾀﾏｰ ｱｲｸ うるま市 0:40:571081 33337 ﾃｨｽﾀﾏｰ ｴﾘｯｸ ﾃｨｽﾀﾏｰ ｴﾘｯｸ うるま市 0:40:571082 33339 ﾃｨｽﾀﾏｰ ｼﾞｪｲｽ ﾃｨｽﾀﾏｰ ｼﾞｪｲｽ うるま市 0:40:571083 32295 大城　丈 ｵｵｼﾛ ｼﾞｮｳ 宜野湾市 0:40:591084 31110 山内　優芽 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶﾞ 読谷村 0:41:011085 32541 吉里　友和 ﾖｼｻﾞﾄ ﾄﾓｶｽﾞ うるま市 0:41:011086 30691 伊禮　結丸 ｲﾚｲ ﾕｲﾏﾙ 読谷村 0:41:031087 32806 浦崎　隆 ｳﾗｻｷ ﾀｶｼ うるま市 0:41:041088 33123 山内　優虎 ﾔﾏｳﾁ ｵｸﾄ 読谷村 0:41:061089 33196 兼次　竜二 ｶﾈｼ ﾘｭｳｼﾞ 金武町 0:41:061090 31594 伊禮　理人 ｲﾚｲ ﾘﾋﾄ うるま市 0:41:071091 33072 比屋根　颯真 ﾋﾔﾈ ｿｳﾏ うるま市 0:41:071092 33070 兼久　歩武 ｶﾈｸ ｱﾕﾑ うるま市 0:41:071093 33174 寄本　創太 ﾖﾘﾓﾄ ｿｳﾀ うるま市 0:41:091094 32297 平良　怜大朗 ﾀｲﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 沖縄市 0:41:101095 31469 赤嶺　諒治レイ ｱｶﾐﾈ ﾘｮｳｼﾞﾚｲ うるま市 0:41:121096 31849 渡具知　尚史 ﾄｸﾞﾁ ﾅｵﾌﾐ 沖縄市 0:41:141097 31667 友利　弘一 ﾄﾓﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 浦添市 0:41:161098 32068 宮城　心 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝ うるま市 0:41:171099 32308 友寄　輝人 ﾄﾓﾖｾ ｷﾗﾄ 那覇市 0:41:201100 32457 安次嶺　承幸 ｱｼﾐﾈ ｼｮｳｺｳ うるま市 0:41:211101 33226 山根　颯祐 ﾔﾏﾈ ｿｳｽｹ 沖縄市 0:41:221102 31854 福原　廉八 ﾌｸﾊﾗ ｷﾖﾔ 沖縄市 0:41:221103 32448 長濱　進 ﾅｶﾞﾊﾏ ｽｽﾑ 宜野湾市 0:41:221104 31556 名護　七音 ﾅｺﾞ ﾅﾅﾄ うるま市 0:41:281105 30543 名護　朝助 ﾅｺﾞ ﾁｮｳｽｹ うるま市 0:41:291106 31724 和泉　陵汰 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 0:41:311107 32992 栄野比　智也 ｴﾉﾋﾞ ﾄﾓﾅﾘ 沖縄市 0:41:311108 32994 栄野比　航太 ｴﾉﾋﾞ ｺｳﾀ 沖縄市 0:41:311109 32587 平良　一心 ﾀｲﾗ ｲｯｼﾝ うるま市 0:41:331110 32089 平良　奏也 ﾀｲﾗ ｿｳﾔ うるま市 0:41:351111 31728 安里　心良 ｱｻﾄ ﾐﾗ 宜野湾市 0:41:351112 32173 宮城　雄光 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾋﾛ 金武町 0:41:381113 30884 伊波　悠義 ｲﾊ ﾕｳｷﾞ うるま市 0:41:381114 32175 仲村　大亮 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 金武町 0:41:391115 32184 高良　琉星 ﾀｶﾗ ﾘｭｳｾｲ うるま市 0:41:421116 32177 石川　才等 ｲｼｶﾜ ｻｲﾄ 金武町 0:41:42



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/71117 32183 宜野座　正也 ｷﾞﾉｻﾞ ﾏｻﾔ 金武町 0:41:431118 31293 那覇　みなみ ﾅﾊ ﾐﾅﾐ うるま市 0:41:441119 31614 Lamis R Austin Lamis R Austin 外国人 0:41:491120 32510 川満　真綺 ｶﾜﾐﾂ ﾏｷ 沖縄市 0:41:501121 32678 比嘉　琉正 ﾋｶﾞ ﾘｭｳｾｲ うるま市 0:41:571122 32402 太田　健作 ｵｵﾀ ｹﾝｻｸ 沖縄市 0:41:571123 32276 照屋　智 ﾃﾙﾔ ｻﾄｼ うるま市 0:41:571124 32108 我喜屋　宗誠 ｶﾞｷﾔ ﾑﾈﾘ うるま市 0:41:571125 32092 普久原　琉海 ﾌｸﾊﾗ ｳﾐ 沖縄市 0:42:031126 30592 永山　康市 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ うるま市 0:42:061127 32090 普久原　睦志 ﾌｸﾊﾗ ﾁｶｼ 沖縄市 0:42:061128 30746 兼次　巨樹 ｶﾈｼ ﾅｵｷ 金武町 0:42:061129 32269 伊禮　湊 ｲﾚｲ ﾐﾅﾄ 沖縄市 0:42:071130 32518 山下　統也 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾔ 沖縄市 0:42:151131 33124 山内　兼正 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼｮｳ うるま市 0:42:171132 33126 山内　柊 ﾔﾏｳﾁ ｼｭｳ うるま市 0:42:181133 31342 宜保　佳汰 ｷﾞﾎﾞ ｹｲﾀ うるま市 0:42:241134 30649 東門　秀虎 ｱｶﾞﾘｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾄﾗ うるま市 0:42:251135 30648 比嘉門　夏月 ﾋｶﾞｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ うるま市 0:42:261136 32468 大城　あきのり ｵｵｼﾛ ｱｷﾉﾘ 名護市 0:42:261137 31327 安村　千畝 ﾔｽﾑﾗ ﾁｳﾈ 那覇市 0:42:291138 32332 玉城　慶泰 ﾀﾏｷ ｹｲﾀ 沖縄市 0:42:371139 32799 仲間　克仁 ﾅｶﾏ ｶﾂﾐ 浦添市 0:42:371140 31345 豊平　惇貴 ﾄﾖﾋﾗ ｱﾂｷ うるま市 0:42:371141 32931 比嘉　崚我 ﾋｶﾞ ﾘｮｳｶﾞ うるま市 0:42:411142 32929 比嘉　通哉 ﾋｶﾞ ﾐﾁﾔ うるま市 0:42:421143 32373 金城　正樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ うるま市 0:42:441144 32428 神山　通臣 ｶﾐﾔﾏ ﾐﾁｵﾐ 宜野湾市 0:42:441145 32346 金城　陽樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ うるま市 0:42:441146 32796 仲間　大騎 ﾅｶﾏ ﾀｲｷ 沖縄市 0:42:451147 31907 東江　真輝人 ｱｶﾞﾘｴ ﾏｷﾄ 北谷町 0:42:461148 32727 与座　康太 ﾖｻﾞ ｺｳﾀ 南風原町 0:42:471149 31438 石川　琉勇 ｲｼｶﾜ ﾘｵ うるま市 0:42:471150 32925 島田　縄渡 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝﾄ 読谷村 0:42:471151 31739 幸地　広夢 ｺｳﾁ ﾋﾛﾑ 中城村 0:42:481152 32223 安座間　謙 ｱｻﾞﾏ ｹﾝ うるま市 0:42:551153 32606 仲嶺　颯真 ﾅｶﾐﾈ ｿｳﾏ 沖縄市 0:42:591154 31568 宮城　まいと ﾐﾔｷﾞ ﾏｲﾄ 那覇市 0:43:021155 32977 山城　功裕 ﾔﾏｼﾛ ﾉﾘﾔｽ うるま市 0:43:021156 33023 新崎　直哉 ｱﾗｻｷ ﾅｵﾔ 那覇市 0:43:051157 31065 砂川　一 ｽﾅｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 浦添市 0:43:061158 33194 村榮　結斗 ﾑﾗｴ ﾕｲﾄ 宜野湾市 0:43:061159 33005 神田　洋一 ｶﾐﾀﾞ ﾖｳｲﾁ うるま市 0:43:091160 32955 徳盛　陽奈太 ﾄｸﾓﾘ ﾋﾅﾀ うるま市 0:43:211161 32954 徳盛　大史 ﾄｸﾓﾘ ﾋﾛｼ うるま市 0:43:211162 32375 池根　三善 ｲｹﾈ ﾐﾖｼ うるま市 0:43:231163 32703 長浜　真佐也 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻﾔ 読谷村 0:43:251164 32309 宮城　長良 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾖｼ 宜野湾市 0:43:271165 32400 和仁屋　心平 ﾜﾆﾔ ｼﾝﾍﾟｲ うるま市 0:43:271166 33356 中本　千翔 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷﾄ 沖縄市 0:43:281167 33315 天願　敦貴 ﾃﾝｶﾞﾝ ｱﾂｷ 沖縄市 0:43:321168 32928 石川　歩 ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ うるま市 0:43:361169 31235 知念　勝三 ﾁﾈﾝ ﾏｻﾐﾂ うるま市 0:43:371170 30235 新城　善幸 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾕｷ うるま市 0:43:381171 32319 渡久地　秀昭 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ うるま市 0:43:381172 33401 安喜　航生 ｱｷ ｺｳｾｲ うるま市 0:43:441173 31060 中川　瑛允 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 北中城村 0:43:441174 32872 読谷山　晴也 ﾖﾐﾀﾝｻﾞﾝ ﾊﾙﾅﾘ 宜野湾市 0:43:461175 32473 伊覇　紀夫 ｲﾊ ﾉﾘｵ うるま市 0:43:491176 33382 ﾌｧｰｶﾞｰ ｵｰｼｬﾝ ﾌｧｰｶﾞｰ ｵｰｼｬﾝ 沖縄市 0:43:491177 32203 渡口　大稀 ﾄｸﾞﾁ ﾀｲｷ うるま市 0:43:531178 32659 新川　誠也 ｱﾗｶﾜ ｾｲﾔ 沖縄市 0:43:54



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/71179 32657 新川　誠 ｱﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 沖縄市 0:43:541180 31668 仲間　実道 ﾅｶﾏ ｻﾈﾐﾁ うるま市 0:43:551181 32640 森根　塁斗 ﾓﾘﾈ ﾙｲﾄ うるま市 0:43:581182 31195 伊地　裕貴 ｲﾁ ﾕｳｷ 与那原町 0:44:041183 30306 西里　直樹 ﾆｼｻﾞﾄ ﾅｵｷ 那覇市 0:44:051184 32975 Manuel Caleb ﾏﾆｭｴﾙ ｹｲﾗﾌﾞ 沖縄市 0:44:061185 30856 上原　貴博 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ うるま市 0:44:061186 32482 仲宗根　朝重 ﾅｶｿﾈ ﾁｮｳｼﾞｭｳ うるま市 0:44:091187 32122 金城　侑李 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾘ うるま市 0:44:091188 32121 金城　誠 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ うるま市 0:44:101189 32403 YUHEI ﾕｳﾍｲ うるま市 0:44:131190 33209 金城　吉信 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 沖縄市 0:44:141191 31455 伊良部　晃大 ｲﾗﾌﾞ ｺｳﾀ 沖縄市 0:44:151192 32988 喜瀬　夕盛 ｷｾ ﾕｳｾ うるま市 0:44:151193 32477 眞山　健太郎 ﾏﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 沖縄市 0:44:151194 32037 伊波　幸楽 ｲﾊ ｻｲﾗ 北谷町 0:44:181195 31899 友利　叶芽 ﾄﾓﾘ ｶﾅﾒ うるま市 0:44:181196 31898 友利　哲也 ﾄﾓﾘ ﾃﾂﾔ うるま市 0:44:201197 31114 新里　颯斗 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｭｳﾄ うるま市 0:44:211198 33402 安喜　海志 ｱｷ ｶｲｼﾞ うるま市 0:44:211199 32310 宮里　進也 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼﾝﾔ うるま市 0:44:251200 31923 宮内　亮太 ﾐﾔｳﾁ ﾘｮｳﾀ うるま市 0:44:261201 31988 當眞　彰 ﾄｳﾏ ｱｷﾗ うるま市 0:44:291202 30780 我如古　優太 ｶﾞﾈｺ ﾕｳﾀ うるま市 0:44:321203 32655 仲田　朝陽 ﾅｶﾀﾞ ｱｻﾋ 沖縄市 0:44:341204 31743 内間　安玖 ｳﾁﾏ ｱﾝｸ 沖縄市 0:44:381205 32118 末永　亮 ｽｴﾅｶﾞ ﾘｮｳ うるま市 0:44:441206 32879 佐喜眞　大空 ｻｷﾏ ｿﾗ 宜野湾市 0:44:461207 32914 山城　清衛 ﾔﾏｼﾛ ｷﾖｴｲ 南城市 0:44:491208 32168 喜友名　盛幸 ｷﾕﾅ ﾓﾘﾕｷ うるま市 0:44:511209 32167 平良　康次郎 ﾀｲﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 中城村 0:44:521210 31963 安富　奨 ﾔｽﾄﾐ ﾀｽｸ 金武町 0:44:531211 31827 池宮　瑞希 ｲｹﾐﾔ ﾐｽﾞｷ うるま市 0:44:531212 32039 上門　飛鳥 ｳｴｼﾞｮｳ ｱｽｶ うるま市 0:44:571213 33161 喜屋原　匠真 ｷﾔﾊﾗ ﾀｸﾏ うるま市 0:44:571214 32268 比嘉　大地 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 那覇市 0:45:031215 32354 比嘉　凰介 ﾋｶﾞ ｵｳｽｹ 那覇市 0:45:041216 32382 金城　哲也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ うるま市 0:45:051217 30685 大城　ひゅうが ｵｵｼﾛ ﾋｭｳｶﾞ うるま市 0:45:071218 33384 川上　優真 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾏ 沖縄市 0:45:071219 31673 中山　聖 ﾅｶﾔﾏ ｷﾖｼ うるま市 0:45:071220 32374 島袋　強 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾂﾖｼ 沖縄市 0:45:071221 33367 新屋　太将 ｼﾝﾔ ﾀｲｷ うるま市 0:45:131222 33368 安里　伶椰 ｱｻﾄ ﾚｲﾔ うるま市 0:45:131223 31697 宜野座　寿磨 ｷﾞﾉｻﾞ ｶｽﾞﾏ うるま市 0:45:151224 33176 上原　正彦 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 糸満市 0:45:161225 32302 小嶋　蒼人 ｺｼﾞﾏ ｱｵﾄ 沖縄市 0:45:171226 31696 宜野座　勇 ｷﾞﾉｻﾞ ｲｻﾑ うるま市 0:45:201227 32936 玉城　來樹 ﾀﾏｼﾛ ﾗｲｷ うるま市 0:45:201228 32571 田場　典信 ﾀﾊﾞ ﾃﾝｼﾝ 宜野湾市 0:45:221229 31936 内間　栄志 ｳﾁﾏ ﾀｶｼ 那覇市 0:45:231230 31937 内間　琉豊 ｳﾁﾏ ﾘｭｳﾄ 那覇市 0:45:241231 32038 上門　遥 ｳｴｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ うるま市 0:45:261232 32221 佐久田　浩二 ｻｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ うるま市 0:45:261233 32818 ワグナー　吏樹 ﾜｸﾞﾅｰ ﾘｷ うるま市 0:45:321234 33252 大庭　唯誠 ｵｵﾊﾞ ｲｯｾｲ うるま市 0:45:331235 33200 兼次　琉愛 ｶﾈｼ ﾘｭｳｱ 金武町 0:45:331236 32303 松田　大輔 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宜野湾市 0:45:361237 32359 光益　波音 ﾐﾂﾏｽ ﾅｵﾄ 沖縄市 0:45:361238 32414 新崎　仁太 ｱﾗｻｷ ｼﾞﾝﾀ うるま市 0:45:381239 32917 新里　春磨 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙﾏ 沖縄市 0:45:431240 32488 古謝　結人 ｺｼﾞｬ ﾕｲﾄ 読谷村 0:45:47



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/71241 32487 古謝　翔太郎 ｺｼﾞｬ ｼｮｳﾀﾛｳ 読谷村 0:45:471242 32396 比嘉　瑛大 ﾋｶﾞ ｴｲﾀ 宜野湾市 0:45:501243 32675 比嘉　隆裕 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 宜野湾市 0:45:501244 31558 樹下　一生 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｷ うるま市 0:45:521245 31559 樹下　詢生 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝｷ うるま市 0:45:521246 32672 島袋　由翔 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｲﾄ 沖縄市 0:45:531247 33154 松田　陽向 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 北谷町 0:46:001248 33331 高良　勲 ﾀｶﾗ ｲｻｵ 那覇市 0:46:011249 33242 金城　光希 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ うるま市 0:46:011250 31004 松元　優和 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾜ 沖縄市 0:46:031251 32307 宮城　良之助 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾉｽｹ 北中城村 0:46:061252 32233 田盛　章 ﾀﾓﾘ ｱｷﾗ 那覇市 0:46:211253 32775 安間　亮亜 ﾔｽﾏ ﾘｮｳｱ うるま市 0:46:251254 31331 仲間　裕一 ﾅｶﾏ ﾕｳｲﾁ 沖縄市 0:46:271255 31864 伊禮　聡介 ｲﾚｲ ｿｳｽｹ 宜野湾市 0:46:271256 31808 仲宗根　峻也 ﾅｶｿﾈ ｼｭﾝﾔ うるま市 0:46:281257 31151 具志　隆行 ｸﾞｼ ﾀｶﾕｷ うるま市 0:46:291258 33159 澤岻　秀憲 ﾀｸｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 0:46:321259 31946 神里　音光 ｶﾐｻﾞﾄ ﾆﾗｲ 南風原町 0:46:331260 33037 難波　郁万 ﾅﾝﾊﾞ ｲｸﾏ うるま市 0:46:381261 32453 難波　凱斗 ﾅﾝﾊﾞ ﾄｷﾄ うるま市 0:46:381262 33062 太田　レイ ｵｵﾀ ﾚｲ うるま市 0:46:401263 33060 太田　守 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ うるま市 0:46:401264 32847 平良　逢喜 ﾀｲﾗ ｱｲｷ うるま市 0:46:421265 33004 明名　笑暖 ｱｹﾅ ｴﾉﾝ うるま市 0:46:461266 33003 明名　暖世 ｱｹﾅ ﾊﾙｾ うるま市 0:46:481267 32281 棚原　煌翔 ﾀﾅﾊﾗ ｷﾗﾄ 宜野湾市 0:46:481268 32280 棚原　譲 ﾀﾅﾊﾗ ﾕｽﾞﾙ 宜野湾市 0:46:491269 32367 比嘉　蒼斗 ﾋｶﾞ ｱｵﾄ うるま市 0:46:491270 32551 瀬戸　友太 ｾﾄ ﾕｳﾀ 西原町 0:46:521271 32797 川上　晃之介 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾉｽｹ 北中城村 0:46:531272 32810 仲本　拓真 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 北中城村 0:46:561273 32848 平良　逢徳 ﾀｲﾗ ｱｲﾄ うるま市 0:46:571274 31451 仲地　悠翔 ﾅｶﾁ ﾊﾙﾄ 沖縄市 0:47:011275 32691 仲村渠　大稀 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾀﾞｲｷ 北谷町 0:47:041276 31555 名護　朝漣 ﾅｺﾞ ｱﾚﾝ うるま市 0:47:051277 32870 富山　潤 ﾄﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝ うるま市 0:47:091278 33000 浦添　翼 ｳﾗｿｴ ﾂﾊﾞｻ うるま市 0:47:091279 32989 浦添　博文 ｳﾗｿｴ ﾋﾛﾌﾐ うるま市 0:47:111280 32892 桑江　幸文 ｸﾜｴ ﾕｷﾌﾐ うるま市 0:47:161281 33349 上原　碧琉季 ｳｴﾊﾗ ﾐﾙﾘ うるま市 0:47:171282 32845 平良　勝徳 ﾀｲﾗ ｶﾂﾉﾘ うるま市 0:47:211283 32407 玉城　侑武 ﾀﾏｷ ﾕｳﾑ 沖縄市 0:47:211284 32071 湧川　和 ﾜｸｶﾞﾜ ﾅｺﾞﾑ うるま市 0:47:221285 33195 村榮　千秋 ﾑﾗｴ ﾁｱｷ 宜野湾市 0:47:331286 33146 北林　風人 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾄ うるま市 0:47:331287 32861 下門　真大 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏﾅﾄ 那覇市 0:47:341288 32693 名波　蒼祐 ﾅﾊ ｿｳｽｹ うるま市 0:47:411289 32638 森根　佑清 ﾓﾘﾈ ﾕｳｾｲ うるま市 0:47:441290 32769 新川　周示 ｱﾗｶﾜ ﾁｶｼ 沖縄市 0:47:451291 32765 新川　隆史 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 沖縄市 0:47:461292 33145 北林　青空 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｿﾗ うるま市 0:47:521293 30459 森　英輝 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 北中城村 0:47:531294 32944 徳元　清 ﾄｸﾓﾄ ｷﾖｼ 浦添市 0:47:551295 32430 森　直輝 ﾓﾘ ﾅｵｷ 北中城村 0:47:561296 32443 山城　健介 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｽｹ 沖縄市 0:48:001297 32395 比嘉　亮介 ﾋｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 宜野湾市 0:48:011298 33136 上原　章太郎 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 南城市 0:48:021299 33137 上原　叶南太 ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾀ 南城市 0:48:021300 32050 小松野　雄士 ｺﾏﾂﾉ ﾕｳｼﾞ 那覇市 0:48:031301 31536 熊谷　邦人 ｸﾏｶﾞｲ ｸﾆﾄ 東京都 0:48:041302 32052 小松野　航平 ｺﾏﾂﾉ ｺｳﾍｲ 那覇市 0:48:04



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

3.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/73.8㌔の部（男子着順）2019/4/71303 33307 知念　隆盛 ﾁﾈﾝ ﾀｶﾓﾘ うるま市 0:48:061304 30544 赤嶺　清太 ｱｶﾐﾈ ｷﾖﾀ うるま市 0:48:101305 33039 山城　一真 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞﾏ 読谷村 0:48:131306 33104 田場　大介 ﾀﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ うるま市 0:48:141307 32760 玉寄　陽慎 ﾀﾏﾖｾ ﾊﾙﾏ うるま市 0:48:161308 32137 中戸　悠仁 ﾅｶﾄ ﾊﾙﾄ 沖縄市 0:48:181309 33378 なかと　けいと ﾅｶﾄ ｹｲﾄ 沖縄市 0:48:201310 32394 崎山　志雅土 ｻｷﾔﾏ ｼｹﾞﾄ うるま市 0:48:221311 32908 前堂　煌翔 ﾏｴﾄﾞｳ ｷﾗﾄ うるま市 0:48:231312 32614 内田　大地 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 沖縄市 0:48:241313 31837 西辻　琉一 ﾆｼﾂｼﾞ ﾘｭｳｲﾁ 沖縄市 0:48:281314 33111 呉屋　智也 ｺﾞﾔ ﾄﾓﾅﾘ 中城村 0:48:281315 32702 西辻　光希 ﾆｼﾂｼﾞ ｺｳｷ 沖縄市 0:48:291316 32722 玉城　颯丞 ﾀﾏｷ ｿｳｽｹ 八重瀬町 0:48:311317 33015 後間　永汰 ｺｼﾏ ｴｲﾀ 宜野湾市 0:48:321318 33376 中戸　章友 ﾅｶﾄ ｱｷﾄﾓ 沖縄市 0:48:321319 31543 國場　蒼真 ｺｸﾊﾞ ｿｳﾏ うるま市 0:48:341320 31542 國場　龍二 ｺｸﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 0:48:351321 32889 渡久地　政滋 ﾄｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 南風原町 0:48:351322 31577 大城　栄祐 ｵｵｼﾛ ｴｲｽｹ うるま市 0:48:351323 32883 渡久地　政篤 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻｱﾂ 南風原町 0:48:351324 31575 大城　栄治 ｵｵｼﾛ ｴｲｼﾞ うるま市 0:48:361325 31816 渡慶次　雅人 ﾄｹｼ ﾏｻﾄ うるま市 0:48:411326 32948 新川　浩 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 名護市 0:48:451327 32585 中村　律希 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾂｷ 名護市 0:48:481328 33217 友寄　誠 ﾄﾓﾖｾ ﾏｺﾄ うるま市 0:48:501329 32378 古堅　宗昭 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾑﾈｱｷ うるま市 0:48:591330 32298 渡口　敦 ﾄｸﾞﾁ ｱﾂｼ うるま市 0:49:001331 33153 新垣　輝空 ｱﾗｶｷ ﾗｲｱ うるま市 0:49:091332 32758 仲宗根　匡 ﾅｶｿﾈ ﾀﾀﾞｼ うるま市 0:49:171333 32599 節田　弐音 ｾﾂﾀﾞ ﾆﾖﾝ 那覇市 0:49:201334 32096 節田　佳史 ｾﾂﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 那覇市 0:49:201335 32997 島袋　直也 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵﾔ うるま市 0:49:301336 32260 島元　咲介 ｼﾏﾓﾄ ｼｮｳｽｹ うるま市 0:49:321337 32481 香村　碧斗 ｶﾑﾗ ｱｵﾄ 那覇市 0:49:341338 32074 外間　豊和 ﾎｶﾏ ﾄﾖｶｽﾞ うるま市 0:49:361339 32075 外間　大翔 ﾎｶﾏ ﾋﾛﾄ うるま市 0:49:361340 32812 徳永　悠人 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 沖縄市 0:49:391341 33341 上江洲　安夢 ｳｴｽﾞ ｱﾄﾑ うるま市 0:49:401342 31971 仲眞　空 ﾅｶﾏ ｿﾗ 北中城村 0:49:441343 32598 節田　輝生羅 ｾﾂﾀﾞ ｷｵﾗ 那覇市 0:49:451344 32608 花城　大将 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾛﾏｻ 沖縄市 0:49:461345 31819 上江田　清実 ｳｴﾀ ｷﾖﾐ 糸満市 0:49:471346 32337 田場　博樹 ﾀﾊﾞ ﾋﾛｷ うるま市 0:49:471347 33190 仲村　真弥 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 沖縄市 0:49:481348 33191 仲村　空之助 ﾅｶﾑﾗ ｿﾗﾉｽｹ 沖縄市 0:49:481349 32610 花城　雄大 ﾊﾅｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄市 0:49:491350 32104 上江洲　徹 ｳｴｽﾞ ﾄｵﾙ うるま市 0:49:511351 32180 新里　将司 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｻｼ うるま市 0:49:531352 31611 金城　珊瑚 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾝｺﾞ 沖縄市 0:49:541353 33084 長嶺　将亜 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｮｳｱ 那覇市 0:49:561354 33082 長嶺　将幸 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 那覇市 0:49:571355 32913 西平　秀樹 ﾆｼﾋﾗ ﾋﾃﾞｷ うるま市 0:49:571356 32839 西平　秀翔 ﾆｼﾋﾗ ｼｭｳﾄ うるま市 0:49:571357 32761 西平　守男 ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘｵ うるま市 0:49:581358 33280 平良　尚也 ﾀｲﾗ ﾅﾘﾔ うるま市 0:49:58※制限時間内のみを表示


