
 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1 21397 下地　由祐 ｼﾓｼﾞ ﾕｳｽｹ 浦添市 1:09:592 20072 喜友名　俊二 ｷﾕﾅ ｼｭﾝｼﾞ うるま市 1:10:143 20134 高嶺　博文 ﾀｶﾐﾈ ﾋﾛﾌﾐ 沖縄市 1:10:194 21210 宇茂佐　隼人 ｳﾓｻ ﾊﾔﾄ 本部町 1:11:125 21146 藤谷　雄作 ﾌｼﾞﾔ ﾕｳｻｸ 東京都 1:17:056 20367 中嶋　利聡 ﾅｶｼﾏ ﾄｼｱｷ 沖縄市 1:17:167 21265 伊元　昭貴 ｲﾓﾄ ｱｷﾀｶ 那覇市 1:17:278 20174 下田　登志光 ｼﾓﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 沖縄市 1:18:349 20959 瑞慶山　良之 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾕｷ うるま市 1:18:3710 20861 三木　康弘 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 糸満市 1:19:0811 21347 野底　大輔 ﾉｿｺ ﾀﾞｲｽｹ 糸満市 1:19:4312 20119 竹田　智之 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 糸満市 1:19:4413 21317 当間　雄基 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ 八重瀬町 1:19:5114 21096 翁長　裕二 ｵﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 豊見城市 1:20:0615 21230 比嘉　徳明 ﾋｶﾞ ﾉﾘｱｷ うるま市 1:20:1716 20329 大城　貫太 ｵｵｼﾛ ｶﾝﾀ 沖縄市 1:20:4117 21289 翁長　陽一 ｵﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 糸満市 1:21:3218 20901 勝連　三也 ｶﾂﾚﾝ ﾐﾂﾔ うるま市 1:21:3919 20247 座喜味　史郎 ｻﾞｷﾐ ｼﾛｳ うるま市 1:21:5720 21056 永本　寛樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 那覇市 1:22:1321 21018 宮城　雄一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 那覇市 1:22:2722 20188 伊佐　義永 ｲｻ ｷﾞｴｲ うるま市 1:22:4223 20286 伊波　克哉 ｲﾊ ｶﾂﾔ 沖縄市 1:22:5224 20110 瑞慶山　良尚 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾅｵ 浦添市 1:23:1925 20402 大道　優 ｵｵﾐﾁ ﾏｻﾙ 中城村 1:23:4526 20075 根路銘　直樹 ﾈﾛﾒ ﾅｵｷ 沖縄市 1:23:4827 21088 中山　博文 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 与那原町 1:23:5128 21105 高良　哲雄 ﾀｶﾗ ﾃﾂｵ 沖縄市 1:24:0929 21407 白井　優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 1:24:1830 20277 高里　盛俊 ﾀｶｻﾞﾄ ﾓﾘﾄｼ 那覇市 1:24:4531 21350 嘉手納　丞平 ｶﾃﾞﾅ ｼｮｳﾍｲ 本部町 1:25:0932 21012 新垣　政樹 ｱﾗｶｷ ﾏｻｷ 那覇市 1:25:1633 21263 瀬戸　文久 ｾﾄ ﾌﾐﾋｻ 那覇市 1:25:2634 20293 野里　真也 ﾉｻﾞﾄ ｼﾝﾔ 宜野湾市 1:25:5935 20266 大嶺　淳 ｵｵﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 1:26:2336 20517 野村　竜希 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浦添市 1:26:2637 20257 大城　靖 ｵｵｼﾛ ﾔｽｼ 沖縄市 1:26:4738 20569 新垣　忠男 ｱﾗｶｷ ﾀﾀﾞｵ 南風原町 1:27:2439 21133 上原　智 ｳｴﾊﾗ ｻﾄｼ 与那原町 1:27:3940 21126 中山　洋一郎 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 宜野湾市 1:27:4141 20938 仲後　彰 ﾅｶｸﾞｼ ｱｷﾗ 中城村 1:27:5442 21023 崎浜　達也 ｻｷﾊﾏ ﾀﾂﾔ うるま市 1:28:0843 20921 今野　豊 ｺﾝﾉ ﾕﾀｶ 宜野湾市 1:28:0944 20287 平田　厚仁 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼﾞﾝ 北中城村 1:28:2045 20559 大城　盛隆 ｵｵｼﾛ ﾓﾘﾀｶ 名護市 1:28:5546 21308 山川　隼人 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾔﾄ 中城村 1:29:1447 20404 又吉　盛和 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾘｶｽﾞ 北中城村 1:29:1748 21140 椎名　創 ｼｲﾅ ｿｳ 沖縄市 1:29:1849 20580 篠崎　冠 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 那覇市 1:29:2450 21280 桃原　康彰 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾔｽｱｷ 那覇市 1:29:36



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム51 20945 浅野　進一 ｱｻﾉ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 1:29:5852 20613 安慶名　努 ｱｹﾞﾅ ﾂﾄﾑ うるま市 1:30:1953 20426 比嘉　直也 ﾋｶﾞ ﾅｵﾔ 北中城村 1:30:2454 20383 仲嶺　真之 ﾅｶﾐﾈ ﾏｻﾕｷ うるま市 1:30:5855 20558 仲泊　兼裕 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ｶﾈﾋﾛ 北中城村 1:31:2856 20936 仲兼久　孝生 ﾅｶｶﾞﾈｸ ﾀｶｵ 沖縄市 1:31:4257 20644 糸数　裕樹 ｲﾄｶｽﾞ ﾕｳｷ 南風原町 1:32:0058 20203 當真　嗣康 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾔｽ 沖縄市 1:32:2059 20361 前田　正司 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 宜野湾市 1:32:2460 20179 金城　皓次 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 1:33:0261 21064 園崎　達秀 ｿﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾋﾃﾞ 北中城村 1:33:0262 21200 比嘉　亮晴 ﾋｶﾞ ｶﾂﾊﾙ 豊見城市 1:33:0863 20240 伊佐　行弘 ｲｻ ﾕｷﾋﾛ 宜野湾市 1:33:1264 20958 長嶺　佳範 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 1:33:1865 20291 石原　昌克 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 西原町 1:33:3066 21077 稲嶺　幸一郎 ｲﾅﾐﾈ ｺｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:33:3167 20920 友利　幸司 ﾄﾓﾘ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 1:33:3168 20133 比嘉　雄也 ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ 名護市 1:33:4369 21436 松本　健吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 南城市 1:33:4570 20197 森山　真成 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｾｲ うるま市 1:33:5671 21217 宮城　康幸 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽﾕｷ 沖縄市 1:34:1972 21050 平田　正幸 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 読谷村 1:34:2173 20260 PATRICK J GALLAGHER 北中城村 1:34:3674 20588 新垣　寛 ｱﾗｶｷ ﾋﾛｼ 糸満市 1:34:3775 21155 比嘉　勇人 ﾋｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 西原町 1:35:0176 21148 玉城　貴之 ﾀﾏｼﾛ ﾀｶﾕｷ 那覇市 1:35:1777 21366 山田　航太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 西原町 1:35:3378 20513 神谷　直樹 ｶﾐﾔ ﾅｵｷ 八重瀬町 1:35:4579 21264 島袋　孝之 ｼﾏﾌﾞｸ ﾀｶﾕｷ 西原町 1:35:4580 20887 平良　喜彦 ﾀｲﾗ ﾖｼﾋｺ 浦添市 1:35:5381 21043 仲宗根　智 ﾅｶｿﾈ ｻﾄｼ うるま市 1:35:5482 20542 中村　良平 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 名護市 1:36:0583 20022 杉野　信正 ｽｷﾞﾉ ﾉﾌﾞﾏｻ 沖縄市 1:36:0684 20019 天野　正己 ｱﾏﾉ ﾏｻﾐ 沖縄市 1:36:2885 20507 砂川　恵三 ｽﾅｶﾜ ｹｲｿﾞｳ 浦添市 1:36:4886 20117 屋宜　宣貴 ﾔｷﾞ ﾉﾘﾀｶ 那覇市 1:36:5987 20574 大城　明広 ｵｵｼﾛ ｱｷﾋﾛ 宜野座村 1:36:5988 20777 喜納　憲利 ｷﾅ ﾉﾘﾄｼ 豊見城市 1:37:2089 20063 池原　盛弘 ｲｹﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市 1:37:3490 20178 前加良　太作 ﾏｴｶﾗ ﾀｲｻｸ 沖縄市 1:37:3891 20090 上原　義和 ｳｴﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 那覇市 1:37:4792 20137 佐和田　好造 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 浦添市 1:37:5993 21304 平良　陽介 ﾀｲﾗ ﾖｳｽｹ うるま市 1:38:2494 20015 新垣　敏 ｱﾗｶｷ ｻﾄｼ 沖縄市 1:38:2695 20123 饒波　正一 ﾖﾊ ﾏｻｶｽﾞ 本部町 1:38:3096 21355 宮城　秀共 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 浦添市 1:38:5297 20167 田辺　健一 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 沖縄市 1:38:5298 20053 天願　敦 ﾃﾝｶﾞﾝ ｱﾂｼ うるま市 1:38:5499 21009 古波倉　学 ｺﾊｸﾞﾗ ﾏﾅﾌﾞ 豊見城市 1:39:04100 20998 謝花　喜則 ｼﾞｬﾊﾅ ﾖｼﾉﾘ 沖縄市 1:39:25



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム101 21458 赤嶺　七海 ｱｶﾐﾈ ﾅﾅﾐ 宜野湾市 1:39:27102 20047 与儀　毅 ﾖｷﾞ ﾂﾖｼ 北中城村 1:39:27103 20554 仲村　昌司 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼﾞ 名護市 1:39:32104 20902 川小根　敦 ｶﾜｺﾈ ｱﾂｼ 北谷町 1:39:48105 21254 大城　英雄 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞｵ 浦添市 1:39:52106 20848 佐久田　朝秀 ｻｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ うるま市 1:39:53107 20999 金城　英明 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｱｷ 豊見城市 1:39:59108 20512 金城　学 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏﾅﾌﾞ 八重瀬町 1:40:01109 21094 鉢嶺　景太 ﾊﾁﾐﾈ ｹｲﾀ 八重瀬町 1:40:25110 20957 宮城　邦夫 ﾐﾔｷﾞ ｸﾆｵ 北中城村 1:40:37111 20288 池原　和志 ｲｹﾊﾗ ｶｽﾞｼ 沖縄市 1:40:43112 21321 具志堅　善彦 ｸﾞｼｹﾝ ﾖｼﾋｺ 名護市 1:40:55113 21472 堀川　晃太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 糸満市 1:41:03114 20933 末吉　衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ うるま市 1:41:07115 20514 久留　景太 ﾋｻﾄﾞﾒ ｹｲﾀ 那覇市 1:41:08116 20443 田代　淳樹 ﾀｼﾛ ｱﾂｷ 沖縄市 1:41:10117 20215 下門　清栄 ｼﾓｼﾞｮｳ ｾｲｴｲ うるま市 1:41:15118 21085 堀川　静郎 ﾎﾘｶﾜ ｼｽﾞｵ 糸満市 1:41:20119 20962 大城　勉 ｵｵｼﾛ ﾂﾄﾑ 糸満市 1:41:22120 20424 島尻　慧 ｼﾏｼﾞﾘ ｻﾄｼ 宜野湾市 1:41:33121 20149 高里　盛淳 ﾀｶｻﾞﾄ ｾｲｼﾞｭﾝ 名護市 1:41:36122 20308 池田　幸太郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 沖縄市 1:41:36123 20937 浦崎　暁 ｳﾗｻｷ ｻﾄﾙ 糸満市 1:41:42124 20255 児玉　雄大 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄市 1:41:45125 21164 新城　竜太 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀ 名護市 1:41:47126 21013 田里　努 ﾀｻﾄ ﾂﾄﾑ 宜野湾市 1:41:54127 20088 狩俣　元一 ｶﾘﾏﾀ ﾓﾄｶｽﾞ 那覇市 1:42:02128 20227 山田　信吉 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 沖縄市 1:42:19129 20986 野田　治男 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｵ 那覇市 1:42:32130 20833 小島　進 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾑ 西原町 1:42:35131 20079 名城　哲 ﾅｼﾛ ﾃﾂ 北谷町 1:42:40132 20190 比嘉　正 ﾋｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 沖縄市 1:42:41133 21455 平良　大輝 ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｷ 金武町 1:42:42134 20879 津波古　剛 ﾂﾊｺ ﾂﾖｼ 嘉手納町 1:42:43135 20818 宮里　佳秀 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 宜野湾市 1:42:51136 21256 要　和人 ｶﾅﾒ ｶｽﾞﾄ うるま市 1:42:54137 21082 洲鎌　朝平 ｽｶﾞﾏ ﾄﾓﾋﾗ 浦添市 1:43:03138 21261 山口　宗平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 那覇市 1:43:07139 20606 普久原　朝泰 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾔｽ 沖縄市 1:43:17140 21349 神田　直人 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 金武町 1:43:17141 21320 仲嶺　翔太 ﾅｶﾐﾈ ｼｮｳﾀ 宜野湾市 1:43:19142 20807 斎藤　隆行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ うるま市 1:43:27143 20837 有元　俊夫 ｱﾘﾓﾄ ﾄｼｵ 北谷町 1:43:28144 21319 當間　涼 ﾄｳﾏ ﾘｮｳ 沖縄市 1:43:38145 21198 饒平名　知隆 ﾖﾍﾅ ﾄﾓﾀｶ 北谷町 1:43:38146 20472 上江洲　朝也 ｳｴｽﾞ ﾄﾓﾔ 沖縄市 1:43:40147 20238 平良　和則 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 那覇市 1:43:46148 20007 富里　正樹 ﾄﾐｻﾄ ﾏｻｷ 沖縄市 1:44:11149 20412 上江洲　登 ｳｴｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ 那覇市 1:44:12150 20596 城間　和巳 ｼﾛﾏ ｶｽﾞﾐ 名護市 1:44:17



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム151 20152 小禄　豊久 ｵﾛｸ ﾄﾖﾋｻ 浦添市 1:44:21152 20328 當眞　嗣敏 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾄｼ 沖縄市 1:44:25153 20571 矢野　泰治 ﾔﾉ ﾔｽｼﾞ 浦添市 1:44:27154 20135 志堅原　良紀 ｼｹﾝﾊﾞﾙ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 1:44:28155 20089 前原　信昭 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 嘉手納町 1:44:30156 20176 備瀬　智篤 ﾋﾞｾ ﾄﾓｱﾂ 読谷村 1:44:31157 20882 祐下　朋也 ｽｹｼﾀ ﾄﾓﾅﾘ 那覇市 1:44:47158 20928 比嘉　貢 ﾋｶﾞ ﾐﾂｸﾞ 宜野湾市 1:44:50159 20032 比嘉　隆夫 ﾋｶﾞ ﾀｶｵ 沖縄市 1:45:02160 20128 仲里　修 ﾅｶｻﾞﾄ ｵｻﾑ 南風原町 1:45:05161 21036 園田　進 ｿﾉﾀﾞ ｽｽﾑ 那覇市 1:45:09162 20630 下地　康隆 ｼﾓｼﾞ ﾔｽﾀｶ 西原町 1:45:21163 20497 石原　昌輝 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾃﾙ 沖縄市 1:45:24164 20530 安村　盛一 ﾔｽﾑﾗ ｾｲｲﾁ うるま市 1:45:34165 21091 仲間　正士 ﾅｶﾏ ﾏｻｼ 沖縄市 1:45:37166 20071 宮平　真仁 ﾐﾔﾋﾗ ﾏｻﾋﾄ うるま市 1:45:51167 20994 古賀　義則 ｺｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 1:45:53168 20095 奥松　竜也 ｵｸﾏﾂ ﾀﾂﾔ 糸満市 1:46:00169 20070 与儀　聡 ﾖｷﾞ ｻﾄﾙ 沖縄市 1:46:01170 20104 川満　宏幸 ｶﾜﾐﾂ ﾋﾛﾕｷ 浦添市 1:46:08171 20414 佐渡山　享 ｻﾄﾞﾔﾏ ｽｽﾑ うるま市 1:46:13172 20333 中村　次弘 ﾅｶﾑﾗ ﾂｸﾞﾋﾛ うるま市 1:46:21173 20150 仲間　勝 ﾅｶﾏ ﾏｻﾙ 金武町 1:46:38174 21025 隈部　哲成 ｸﾏﾍﾞ ﾃﾂﾅﾘ うるま市 1:46:40175 20391 田原　剛 ﾀﾊﾗ ﾂﾖｼ 沖縄市 1:46:40176 21381 北島　傑 ｷﾀｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 宜野湾市 1:46:45177 20296 波平　功 ﾅﾐﾋﾗ ｲｻｵ 読谷村 1:46:46178 20184 新垣　慶朗 ｱﾗｶｷ ﾖｼｱｷ 西原町 1:46:52179 20463 島袋　寿唯 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭｲ 沖縄市 1:46:54180 20856 照屋　智 ﾃﾙﾔ ｻﾄｼ 読谷村 1:47:04181 21055 田場　典和 ﾀﾊﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 宜野湾市 1:47:10182 20097 照屋　孝 ﾃﾙﾔ ﾀｶｼ 那覇市 1:47:15183 20458 名護　盛寿 ﾅｺﾞ ｾｲｼﾞｭ 沖縄市 1:47:15184 20984 高良　健作 ﾀｶﾗ ｹﾝｻｸ 中城村 1:47:20185 20270 安里　満人 ｱｻﾄ ﾖｼﾋﾄ 宜野湾市 1:47:26186 21413 伊礼　幸太 ｲﾚｲ ｺｳﾀ 那覇市 1:47:28187 20148 山城　保和 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽｶｽﾞ 名護市 1:47:31188 20493 宮城　久光 ﾐﾔｷﾞ ﾋｻﾐﾂ 那覇市 1:47:36189 21197 宮里　健二 ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾝｼﾞ 浦添市 1:47:41190 21342 平良　充崇 ﾀｲﾗ ﾐﾁﾀｶ 沖縄市 1:47:59191 20189 川前　広行 ｶﾜﾏｴ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 1:47:59192 20929 JOHN PETERS john peters 読谷村 1:48:00193 20336 喜屋武　猛 ｷｬﾝ ﾀｹｼ 沖縄市 1:48:10194 20107 島袋　覚 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄﾙ うるま市 1:48:13195 20922 島袋　林 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾊﾔｼ 那覇市 1:48:20196 21190 小林　弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ うるま市 1:48:27197 20419 比嘉　裕 ﾋｶﾞ ﾕﾀｶ 沖縄市 1:48:29198 20131 比嘉　三雄 ﾋｶﾞ ﾐﾂｵ 名護市 1:48:35199 21149 松岡　孝征 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾕｷ 沖縄市 1:48:35200 21300 南野　和之 ﾐﾅﾐﾉ ｶｽﾞﾕｷ 那覇市 1:48:42



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム201 21266 髙江洲　卓 ﾀｶｴｽ ｽｸﾞﾙ 沖縄市 1:48:43202 20943 牧志　倫 ﾏｷｼ ﾋﾄｼ 宜野湾市 1:48:44203 20906 後原　誠 ｱﾄﾊﾗ ﾏｺﾄ 豊見城市 1:48:46204 21128 中島　優 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾙ 那覇市 1:48:48205 21359 大城　裕太郎 ｵｵｼﾛ ﾕｳﾀﾛｳ 那覇市 1:48:53206 20394 仲里　隼 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾔﾄ うるま市 1:48:57207 20592 田場　典祥 ﾀﾊﾞ ﾉﾘﾖｼ 南風原町 1:49:07208 21041 島袋　祥一 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｮｳｲﾁ 沖縄市 1:49:10209 21426 児玉　竜一 ｺﾀﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ 西原町 1:49:15210 21022 名嘉原　安常 ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｮｳ 浦添市 1:49:16211 21081 下里　憲司 ｼﾓｻﾄ ｹﾝｼﾞ 那覇市 1:49:17212 20156 安里　勉 ｱｻﾄ ﾂﾄﾑ 北中城村 1:49:38213 21172 我那覇　守 ｶﾞﾅﾊ ﾏﾓﾙ 那覇市 1:49:51214 21159 山内　誠 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 読谷村 1:49:59215 20572 謝花　文男 ｼﾞｬﾊﾅ ﾌﾐｵ 那覇市 1:50:01216 20359 比嘉　昭一朗 ﾋｶﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 名護市 1:50:07217 20948 長堂　順次 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沖縄市 1:50:22218 20057 新川　雅幸 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ 北谷町 1:50:24219 21337 河崎　大樹 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｷ 那覇市 1:50:30220 20883 奥平　貞雄 ｵｸﾋﾗ ｻﾀﾞｵ 浦添市 1:50:40221 20916 大城　勲 ｵｵｼﾛ ｲｻｵ 中城村 1:50:41222 20622 伊佐　真一 ｲｻ ｼﾝｲﾁ 浦添市 1:50:45223 20907 稲嶺　盛有 ｲﾅﾐﾈ ｾｲﾕｳ うるま市 1:50:45224 21170 仲宗根　勲 ﾅｶｿﾈ ｲｻｵ 沖縄市 1:50:53225 20364 津嘉山　盛輝 ﾂｶﾔﾏ ｾｲｷ 沖縄市 1:51:09226 20844 玉木　玄一朗 ﾀﾏｷ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 浦添市 1:51:10227 20759 諸見里　安弘 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾔｽﾋﾛ 西原町 1:51:13228 20909 照屋　圭一 ﾃﾙﾔ ｹｲｲﾁ 北谷町 1:51:20229 21069 CHORZELEWSKI CHAD chorzelewski chad 外国人 1:51:24230 20479 新田　拓次郎 沖縄市 1:51:24231 20761 玉寄　兼勝 ﾀﾏﾖｾ ｹﾝｼｮｳ 浦添市 1:51:25232 21017 松川　浩晃 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｱｷ 北中城村 1:51:57233 20014 新城　良得 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾄｸ 宜野湾市 1:51:59234 20305 知念　諒 ﾁﾈﾝ ﾘｮｳ 南風原町 1:52:02235 20577 當山　吉康 ﾄｳﾔﾏ ﾖｼﾔｽ うるま市 1:52:04236 20614 宮国　大祐 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾀﾞｲｽｹ 北中城村 1:52:06237 21060 中嶋　清隆 ﾅｶｼﾏ ｷﾖﾀｶ 那覇市 1:52:07238 20693 伊藝　玖龍 ｲｹﾞｲ ｸﾘｭｳ 金武町 1:52:13239 20742 田場　敬悟 ﾀﾊﾞ ｹｲｺﾞ うるま市 1:52:13240 21274 松本　大輔 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 1:52:14241 20368 島袋　栄 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻｶｴ 沖縄市 1:52:17242 21037 幸喜　健 ｺｳｷ ｹﾝ 浦添市 1:52:25243 21003 崎原　盛紀 ｻｷﾊﾗ ｾｲｷ 那覇市 1:52:40244 20323 米須　修身 ｺﾒｽ ｵｻﾐ 宜野湾市 1:52:49245 20170 髙安　正 ﾀｶﾔｽ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 1:52:50246 21208 城間　久志 ｼﾛﾏ ﾋｻｼ 西原町 1:52:57247 20026 知花　久 ﾁﾊﾞﾅ ﾋｻｼ 北谷町 1:53:01248 20736 名城　拓途 ﾅｼﾛ ﾀｸﾄ うるま市 1:53:11249 21424 大城　嗣博 ｵｵｼﾛ ﾂｸﾞﾋﾛ 豊見城市 1:53:11250 20077 与儀　剛史 ﾖｷﾞ ﾀｹｼ 北中城村 1:53:11



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム251 20483 廣渡　藍之 ﾋﾛﾜﾀﾘ ｱｲｼ 沖縄市 1:53:14252 21038 北川　進太郎 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 那覇市 1:53:19253 20840 赤嶺　聡 ｱｶﾐﾈ ｻﾄｼ 浦添市 1:53:23254 20279 伊波　茂信 ｲﾊ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 沖縄市 1:53:26255 20003 玉栄　覚 ﾀﾏｴ ｻﾄﾙ うるま市 1:53:39256 20468 上運天　翔 ｳｴｳﾝﾃﾝ ｶｹﾙ 沖縄市 1:53:43257 20317 森　淳之輔 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 沖縄市 1:53:57258 21006 赤嶺　充也 ｱｶﾐﾈ ﾐﾂﾔ 那覇市 1:53:58259 21405 比嘉　大樹 ﾋｶﾞ ﾀｲｷ 沖縄市 1:54:16260 20154 鈴木　鎭司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 沖縄市 1:54:18261 21425 直江　歩 ﾅｵｴ ｱﾕﾑ うるま市 1:54:23262 20162 John Hohng ｼﾞｮﾝ ﾎﾝ 沖縄市 1:54:23263 21014 甲斐　崇 ｶｲ ﾀｶｼ 沖縄市 1:54:25264 20845 新垣　保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 名護市 1:54:27265 21118 與那嶺　力 ﾖﾅﾐﾈ ﾂﾄﾑ 浦添市 1:54:31266 20704 田仲　勇斗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ うるま市 1:54:31267 20702 具志堅　有 ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳ うるま市 1:54:32268 20728 花城　大介 ﾊﾅｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ うるま市 1:54:32269 20353 天願　富義 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾄﾐﾖｼ うるま市 1:54:35270 20924 なかむら ひでき ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 1:54:38271 20885 山川　茂樹 ﾔﾏｶﾜ ｼｹﾞｷ 那覇市 1:54:54272 20788 備瀬　幸一 ﾋﾞｾ ｺｳｲﾁ 名護市 1:54:58273 21294 YOUCHNIK STEVE ﾕｳﾁﾈｯｸ ｽﾃｨｰﾌﾞ うるま市 1:55:03274 20636 大城　弘貴 ｵｵｼﾛ ﾋﾛﾀｶ 那覇市 1:55:10275 20102 喜納　清丈 ｷﾅ ｷﾖﾀｹ 那覇市 1:55:14276 21073 山城　博康 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾔｽ うるま市 1:55:22277 21000 才野　永之 ｻｲﾉ ﾅｶﾞﾕｷ 南風原町 1:55:23278 21161 瀬底　正樹 ｾｿｺ ﾏｻｷ 糸満市 1:55:24279 20500 照屋　和正 ﾃﾙﾔ ｶｽﾞﾏｻ 沖縄市 1:55:45280 21231 知念　正樹 ﾁﾈﾝ ﾏｻｷ 八重瀬町 1:55:49281 20893 久高　唯明 ｸﾀﾞｶ ﾀﾀﾞｱｷ 沖縄市 1:55:49282 20025 山内　昌博 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市 1:55:50283 20405 喜屋武　仁 ｷｬﾝ ﾋﾄｼ 北中城村 1:55:55284 20623 後山　満 ｳｼﾛﾔﾏ ﾐﾂﾙ 沖縄市 1:55:56285 20411 松田　芳次 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 読谷村 1:56:02286 21095 仲間　務 ﾅｶﾏ ﾂﾄﾑ 沖縄市 1:56:07287 20161 朴　賢九 ﾊﾟｸ ﾋｮﾝｸﾞ 沖縄市 1:56:09288 20610 比嘉　隆 ﾋｶﾞ ﾀｶｼ 南城市 1:56:09289 20313 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 沖縄市 1:56:15290 20386 森山　秀樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 沖縄市 1:56:19291 21201 城間　大輔 ｼﾛﾏ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 1:56:19292 21250 上地　将樹 ｳｴﾁ ﾏｻｷ 宜野湾市 1:56:22293 20259 道下　聡 ﾐﾁｼﾀ ｻﾄｼ 宜野湾市 1:56:23294 20495 宮城　敏 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾔｼ 名護市 1:56:25295 21257 与那覇　健太 ﾖﾅﾊ ｹﾝﾀ 浦添市 1:56:26296 21132 渡久地　政滋 ﾄｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 南風原町 1:56:27297 21113 稲嶺　忍 ｲﾅﾐﾈ ｼﾉﾌﾞ 沖縄市 1:56:28298 20892 金城　朝一 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁｮｳｲﾁ うるま市 1:56:29299 20846 祖慶　勲 ｿｹｲ ｲｻｵ 那覇市 1:56:33300 20557 中村　寿文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 南風原町 1:56:35



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム301 20486 伊波　大哉 ｲﾊ ﾀﾞｲﾔ 沖縄市 1:56:45302 21142 仲西　智秀 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾋﾃﾞ 那覇市 1:56:49303 21312 原瀬　翔平 ﾊﾗｾ ｼｮｳﾍｲ 西原町 1:56:49304 20210 宇良　宗光 ｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 読谷村 1:56:54305 21205 大城　隆 ｵｵｼﾛ ﾀｶｼ 浦添市 1:56:58306 21150 泉水　仁 ｲｽﾞﾐ ｼﾞﾝ 宜野湾市 1:57:00307 20729 照屋　寛泰 ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾔｽ うるま市 1:57:03308 20784 徳野　雅博 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 豊見城市 1:57:17309 20226 渡慶次　良和 ﾄｹｼ ﾖｼｶｽﾞ 沖縄市 1:57:19310 20863 来間　政治 ｸﾘﾏ ｾｲｼﾞ 宜野湾市 1:57:27311 20804 井口　義也 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾔ 名護市 1:57:32312 20819 宮田　厚 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ 那覇市 1:57:33313 20449 仲宗根　英斗 ﾅｶｿﾈ ﾋﾃﾞﾄ 沖縄市 1:57:36314 20854 伊地知　亮二 ｲｼﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ うるま市 1:57:37315 20762 泉川　宏 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 那覇市 1:57:39316 20766 金城　清治 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾖﾊﾙ 浦添市 1:57:48317 20942 新井　浩仁 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 北中城村 1:57:50318 20593 新垣　正光 ｱﾗｶｷ ﾏｻﾐﾂ 八重瀬町 1:57:51319 20519 城間　修 ｼﾛﾏ ｵｻﾑ 八重瀬町 1:57:51320 21295 西銘　朝陽 ﾆｼﾒ ﾄﾓｱｷ うるま市 1:57:53321 20442 福垣内　修二 ﾌｸｶﾞｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 沖縄市 1:57:55322 20457 大野　竜空 ｵｵﾉ ﾘｸ 沖縄市 1:57:56323 20437 新垣　大貴 ｱﾗｶｷ ﾀﾞｲｷ 沖縄市 1:57:56324 21338 渡真利　結 ﾄﾏﾘ ﾕｲ 那覇市 1:57:58325 20065 玉城　希望 ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾑ 沖縄市 1:58:09326 20030 桑江　常健 ｸﾜｴ ｼﾞｮｳｹﾝ 北谷町 1:58:12327 20158 伊禮　克 ｲﾚｲ ｶﾂ うるま市 1:58:14328 20326 稲福　満 ｲﾅﾌｸ ﾐﾂﾙ うるま市 1:58:17329 20460 國吉　真之介 ｸﾆﾖｼ ｼﾝﾉｽｹ 沖縄市 1:58:18330 20540 仲本　政規 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 那覇市 1:58:29331 20873 知念　照二 ﾁﾈﾝ ｼｮｳｼﾞ 南風原町 1:58:31332 20855 東　卓治 ﾋｶﾞｼ ﾀｸｼﾞ 沖縄市 1:58:38333 21322 兼島　勝生 ｶﾈｼﾏ ﾏｻｷ 沖縄市 1:58:48334 20608 江島　功一 ｴｼﾏ ｺｳｲﾁ 沖縄市 1:58:48335 20242 加　伸一 ｸﾜｴ ｼﾝｲﾁ うるま市 1:58:58336 20983 澤岻　安勝 ﾀｸｼ ﾔｽｶﾂ 那覇市 1:59:00337 21059 天願　博喜 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛｷ うるま市 1:59:01338 20475 座間味　龍成 ｻﾞﾏﾐ ﾘｭｳｾｲ 沖縄市 1:59:06339 21371 川島　明慎 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾉﾘ うるま市 1:59:08340 20970 鈴木　晃義 ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾖｼ 那覇市 1:59:08341 20587 石川　修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 宜野湾市 1:59:10342 21008 大久保　篤志 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 那覇市 1:59:10343 21097 田中　鉄繁 ﾀﾅｶ ﾃﾂｼｹﾞ 那覇市 1:59:11344 20967 神谷　和彦 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 1:59:12345 21281 久保　俊輔 ｸﾎﾞ ｼｭﾝｽｹ 宜野湾市 1:59:16346 21131 松本　貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 宜野湾市 1:59:19347 20927 大城　哲 ｵｵｼﾛ ﾃﾂ 那覇市 1:59:21348 20085 星名　弘章 ﾎｼﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市 1:59:24349 20561 安座間　永 ｱｻﾞﾏ ﾋｻｼ 浦添市 1:59:24350 20717 奥原　賢也 ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾔ うるま市 1:59:25



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム351 21270 山城　弘樹 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 大宜味村 1:59:27352 21227 松尾　太志郎 ﾏﾂｵ ﾀｲｼﾛｳ 那覇市 1:59:28353 21344 山内　盛也 ﾔﾏｳﾁ ｾｲﾔ 沖縄市 1:59:30354 21246 山下　大作 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｻｸ 宜野湾市 1:59:31355 21106 塩野　博司 ｼｵﾉ ﾋﾛｼ 宜野湾市 1:59:37356 20355 志良堂　博一 ｼﾗﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 那覇市 1:59:40357 20245 我謝　勝成 ｶﾞｼﾞｬ ｶﾂﾅﾘ 沖縄市 1:59:54358 20645 上江洲　重和 ｳｴｽﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 南城市 1:59:58359 20172 新城　博文 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 名護市 1:59:59360 20811 山森　尚 ﾔﾏﾓﾘ ﾀｶｼ 東京都 2:00:02361 21315 仲松　介 ﾅｶﾏﾂ ﾀｽｸ 宜野湾市 2:00:10362 20503 金城　良吉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｷﾁ うるま市 2:00:10363 20281 喜屋武　款 ｷｬﾝ ﾏｺﾄ 北谷町 2:00:12364 20849 金城　正武 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾀｹ 名護市 2:00:13365 20809 友寄　隆利 ﾄﾓﾖｾ ﾀｶﾄｼ 浦添市 2:00:17366 20654 大城　孝之 ｵｵｼﾛ ﾀｶﾕｷ 北中城村 2:00:32367 20940 奥間　政隆 ｵｸﾏ ﾏｻﾀｶ うるま市 2:00:35368 20799 杉村　信滋 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 糸満市 2:00:38369 21422 照屋　樹 ﾃﾙﾔ ﾀﾂｷ 八重瀬町 2:00:39370 20768 上間　良廣 ｳｴﾏ ﾖｼﾋﾛ 名護市 2:00:48371 20692 我那覇　佑一 ｶﾞﾅﾊ ﾕｳｲﾁ うるま市 2:00:50372 20747 識名　悠斗 ｼｷﾅ ﾕｳﾄ うるま市 2:00:50373 20349 新垣　勝二 ｱﾗｶｷ ｶﾂｼﾞ 沖縄市 2:00:51374 20064 野原　一翔 ﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾊ 沖縄市 2:00:52375 20915 天川　公 ｱﾏｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:00:55376 21152 瑞慶覧　長斉 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻﾅﾘ 那覇市 2:00:56377 20600 外間　文朗 ﾎｶﾏ ﾌﾐｱｷ 南城市 2:00:59378 20911 永元　禎人 ﾅｶﾞﾓﾄ ｻﾀﾞﾄ 神奈川県 2:00:59379 21301 岳原　梢太 ｵｶﾊﾗ ｼｮｳﾀ 読谷村 2:01:08380 21357 渡嘉敷　貢 ﾄｶｼｷ ﾐﾂｸﾞ 沖縄市 2:01:09381 20040 大栗　正之 ｵｵｸﾞﾘ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 2:01:12382 20564 伊波　康和 ｲﾊ ﾔｽｶｽﾞ 名護市 2:01:18383 20905 遠藤　雅之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 千葉県 2:01:19384 20185 仲地　正人 ﾅｶﾁ ﾏｻﾄ 八重瀬町 2:01:20385 20955 仲村　繁 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 嘉手納町 2:01:23386 21004 伊波　善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 那覇市 2:01:24387 20947 新垣　宜治 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾊﾙ 那覇市 2:01:33388 20671 仲宗根　颯 ﾅｶｿﾈ ﾊﾔﾃ うるま市 2:01:38389 20418 島袋　史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｶｼ 沖縄市 2:01:40390 20690 湧上　晃河 ﾜｸｶﾞﾐ ｺｳｶﾞ うるま市 2:01:48391 20034 仲原　哲 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄｼ 沖縄市 2:01:54392 21083 大城　憲作 ｵｵｼﾛ ｹﾝｻｸ 伊江村 2:01:58393 20365 伊盛　義彦 ｲﾓﾘ ﾖｼﾋｺ 沖縄市 2:01:59394 21288 DINO PARRELLA dino parrella 北谷町 2:02:00395 20502 翁長　孝充 ｵﾅｶﾞ ﾀｶﾐﾂ 宜野湾市 2:02:03396 20234 仲宗根　将人 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾄ 沖縄市 2:02:05397 20656 我那覇　亮司 ｶﾞﾅﾊ ﾘｮｳｼﾞ 那覇市 2:02:05398 20225 比嘉　直樹 ﾋｶﾞ ﾅｵｷ 沖縄市 2:02:11399 21165 RENOBLAS RUNALD ﾚﾉﾌﾞﾗｰｽﾞ ﾗﾉｳﾄﾞ うるま市 2:02:11400 20787 当山　安盛 ﾄｳﾔﾏ ﾔｽﾓﾘ 南風原町 2:02:13



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム401 20917 大迫　豊 ｵｵｻｺ ﾕﾀｶ 豊見城市 2:02:14402 21112 松友　保大 ﾏﾂﾄﾓ ﾔｽﾋﾛ 浦添市 2:02:20403 21302 浜川　貴成 ﾊﾏｶﾜ ﾀｶﾖｼ 沖縄市 2:02:21404 20249 稲留　政秋 ｲﾅﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ うるま市 2:02:24405 21228 HOUSTON WARNER ﾋｭｰｽﾄﾝ ｳｫｰﾅｰ うるま市 2:02:25406 21001 原永　修作 ﾊﾗﾅｶﾞ ｼｭｳｻｸ 宜野湾市 2:02:27407 20881 金城　努 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾄﾑ 南風原町 2:02:31408 20324 安慶名　操 ｱｹﾞﾅ ﾐｻｵ 沖縄市 2:02:31409 21326 砂川　友久 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 宜野湾市 2:02:33410 20496 仲程　良夫 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾖｼｵ 那覇市 2:02:34411 20792 比嘉　武廣 ﾋｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 浦添市 2:02:34412 20878 岩永　司 ｲﾜﾅｶﾞ ﾂｶｻ 那覇市 2:02:36413 20670 蔵元　健太 ｸﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 沖縄市 2:02:39414 20760 新垣　利三 ｱﾗｶｷ ﾄｼｿﾞｳ 西原町 2:02:39415 21143 松田　優紀 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ うるま市 2:02:48416 20212 緑間　尚登 ﾐﾄﾞﾘﾏ ﾋｻﾄ 与那原町 2:02:48417 20106 津嘉山　広 ﾂｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 北谷町 2:02:50418 20649 神田　雅也 ｶﾐﾀﾞ ﾏｻﾔ 沖縄市 2:02:53419 21045 島袋　俊哉 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄｼﾔ 沖縄市 2:03:02420 20477 新島　宗也 ﾆｲｼﾞﾏ ｼｭｳﾔ 沖縄市 2:03:04421 20616 桃原　武義 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾀｹﾖｼ 沖縄市 2:03:12422 20175 島袋　進 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｽｽﾑ 浦添市 2:03:13423 21098 野原　剛 ﾉﾊﾗ ﾂﾖｼ 北中城村 2:03:14424 20338 Colin Kelley ｺﾘﾝ ｹﾘ- 金武町 2:03:14425 20612 Lafe D BRINGMAN ﾚｲﾌ ﾃﾞｨ- ﾌﾞﾘﾝｸﾞﾏﾝ 宜野湾市 2:03:15426 21427 大城　史晃 ｵｵｼﾛ ﾌﾐｱｷ 南風原町 2:03:16427 20056 幸地　憲彦 ｺｳﾁ ﾉﾘﾋｺ 浦添市 2:03:29428 20274 中山　政明 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 沖縄市 2:03:34429 20428 安里　拓海 ｱｻﾄ ﾀｸﾐ うるま市 2:03:35430 20555 又吉　真二 ﾏﾀﾖｼ ｼﾝｼﾞ 宜野湾市 2:03:36431 21028 譜久原　弘 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛｼ 那覇市 2:03:36432 21089 宮城　正一 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｲﾁ 宜野湾市 2:03:45433 20342 大里　昌 ｵｵｻﾞﾄ ﾏｻｼ 八重瀬町 2:03:45434 20950 戸巻　勉 ﾄﾏｷ ﾂﾄﾑ 浦添市 2:03:45435 20539 知念　茂 ﾁﾈﾝ ｼｹﾞﾙ 那覇市 2:03:47436 20904 新川　秀幸 ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 浦添市 2:03:52437 21330 喜納　旦人 ｷﾅ ｱｷﾋﾄ 読谷村 2:03:53438 21117 山城　智 ﾔﾏｼﾛ ｻﾄｼ うるま市 2:03:56439 20096 足立　清志 ｱﾀﾞﾁ ｷﾖｼ 宜野湾市 2:03:57440 21214 藤井　健太 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ 北谷町 2:04:00441 20964 喜屋武　力 ｷｬﾝ ﾂﾄﾑ 南風原町 2:04:02442 20546 徳元　正廣 ﾄｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 浦添市 2:04:08443 21057 大西　敬吾 ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ 宜野湾市 2:04:22444 21353 WRIGHT CHRISTOPHER ｸﾘｽﾄﾌｧ ﾗｲﾄ うるま市 2:04:24445 20485 仲村渠　翔也 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｼｮｳﾔ 沖縄市 2:04:28446 20036 長堂　勇 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｲｻﾑ 沖縄市 2:04:31447 20385 仲宗根　浩 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:04:32448 21188 具志堅　英樹 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾃﾞｷ 豊見城市 2:04:33449 20481 高江洲　天斗 ﾀｶｴｽ ﾀｶﾄ 沖縄市 2:04:33450 20741 金城　晃也 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾔ うるま市 2:04:33



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム451 20363 宮城　勇治 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:04:46452 20101 根間　正行 ﾈﾏ ﾏｻﾕｷ 那覇市 2:04:47453 20611 平田　克二 ﾋﾗﾀ ｶﾂｼﾞ 沖縄市 2:04:51454 20058 崎濱　良二 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳｼﾞ 沖縄市 2:04:56455 20125 城間　祥一郎 ｼﾛﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 浦添市 2:04:58456 21087 大湾　研 ｵｵﾜﾝ ｹﾝ 沖縄市 2:05:00457 20252 Norman Mackie ﾉ-ﾏﾝ ﾏｯｷ- 読谷村 2:05:01458 20369 志多伯　学 ｼﾀﾊｸ ﾏﾅﾌﾞ 沖縄市 2:05:06459 21309 玉寄　貴久 ﾀﾏﾖｾ ﾀｶﾋｻ 那覇市 2:05:23460 21269 伊波　興卓 ｲﾊ ｺｳﾀｸ 名護市 2:05:27461 20498 鈴江　俊英 ｽｽﾞｴ ﾄｼﾋﾃﾞ 浦添市 2:05:30462 20868 三浦　新 ﾐｳﾗ ｼﾝ 那覇市 2:05:40463 20354 兼村　茂盛 ｶﾈﾑﾗ ｼｹﾞﾓﾘ 浦添市 2:05:41464 21445 上間　翔太 ｳｴﾏ ｼｮｳﾀ 恩納村 2:05:48465 21078 玉城　清 ﾀﾏｷ ｷﾖｼ 那覇市 2:05:54466 20801 宜寿次　政和 ｷﾞｽｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ うるま市 2:05:55467 20782 上原　一彦 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 糸満市 2:06:00468 20444 當間　伊吹 ﾄｳﾏ ｲﾌﾞｷ 沖縄市 2:06:18469 20658 豊田　理樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 北谷町 2:06:22470 20258 焼田　理一郎 ﾔｷﾀ ﾘｲﾁﾛｳ 浦添市 2:06:25471 20173 名嘉真　聡 ﾅｶﾏ ｿｳ 宜野湾市 2:06:26472 20315 島袋　豊徳 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾎｳﾄｸ 沖縄市 2:06:28473 20375 川添　淳 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾞｭﾝ 那覇市 2:06:31474 21341 赤嶺　勝磨 ｱｶﾐﾈ ｶﾂﾏ 沖縄市 2:06:31475 20307 新里　典彦 ｼﾝｻﾞﾄ ﾉﾘﾋｺ 那覇市 2:06:34476 20617 江頭　幸成 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｷﾅﾘ 那覇市 2:06:43477 20870 山川　友明 ﾔﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ うるま市 2:06:45478 20205 新城　真樹 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 沖縄市 2:06:48479 20304 名嘉　雅之 ﾅｶ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 2:06:49480 21420 関　健太 ｾｷ ｹﾝﾀ 宜野湾市 2:06:50481 21224 蔵本　哲雄 ｸﾗﾓﾄ ﾃﾂｵ うるま市 2:06:52482 20774 仲本　賢市 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 宜野湾市 2:06:53483 20073 崎原　盛宏 ｻｷﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 北中城村 2:06:57484 20609 山城　長信 ﾔﾏｼﾛ ﾁｮｳｼﾝ うるま市 2:06:58485 20524 川田　聖樹 ｶﾜﾀ ｷﾖｷ 名護市 2:07:01486 20836 田仲　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 恩納村 2:07:16487 21318 鬼塚　優治 ｵﾆﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞ 糸満市 2:07:17488 20267 當山　健一郎 ﾄｳﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市 2:07:24489 21285 OLIVEROS TEDWEN ｵﾘﾍﾞﾛｽ ﾃﾄﾞｳｨﾝ うるま市 2:07:24490 21469 赤嶺　俊介 ｱｶﾐﾈ ｼｭﾝｽｹ 那覇市 2:07:25491 20083 兼城　賢作 ｶﾈｼﾛ ｹﾝｻｸ 沖縄市 2:07:26492 21369 池宮城　昭太 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 沖縄市 2:07:28493 21052 花城　清大 ﾊﾅｼﾛ ｾｲﾀ 那覇市 2:07:31494 20898 宮平　工 ﾐﾔﾋﾗ ﾀｸﾐ 西原町 2:07:40495 20013 小嶺　雅宣 ｺﾐﾈ ﾏｻﾉﾌﾞ 那覇市 2:07:56496 20812 高橋　豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 那覇市 2:07:59497 20494 田場　盛重 ﾀﾊﾞ ﾓﾘｼｹﾞ 沖縄市 2:08:00498 20894 石川　功 ｲｼｶﾜ ｲｻｵ 宜野湾市 2:08:00499 21029 松田　健 ﾏｼﾀﾞ ﾀｹｼ 読谷村 2:08:08500 21229 崎原　喬 ｻｷﾊﾗ ﾀｶｼ 北谷町 2:08:17



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム501 20018 渡慶次　悟 ﾄｹｼ ｻﾄﾙ 沖縄市 2:08:18502 20641 照屋　安達 ﾃﾙﾔ ﾔｽﾀﾂ 沖縄市 2:08:23503 20233 諸見　正伸 ﾓﾛﾐ ｼｮｳｼﾝ うるま市 2:08:31504 20896 金城　栄一 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴｲｲﾁ 西原町 2:08:31505 20008 赤嶺　幸徳 ｱｶﾐﾈ ｺｳﾄｸ うるま市 2:08:36506 21066 高山　浩司 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 那覇市 2:08:37507 20960 又吉　徹 ﾏﾀﾖｼ ﾃﾂ うるま市 2:08:40508 21179 鎌田　達郎 ｶﾏﾀ ﾀﾂﾛｳ 宜野湾市 2:08:43509 20672 田代　佑介 ﾀｼﾛ ﾕｳｽｹ 沖縄市 2:08:54510 20707 平良　恵梧 ﾀｲﾗ ｹｲｺﾞ 沖縄市 2:08:54511 20791 普天間　一夫 ﾌﾃﾝﾏ ｶｽﾞｵ 那覇市 2:08:54512 20380 高良　裕也 ﾀｶﾗ ﾕｳﾔ 浦添市 2:08:56513 20888 漢那　輝夫 ｶﾝﾅ ﾃﾙｵ 豊見城市 2:08:56514 20560 砂辺　光弥 ｽﾅﾍﾞ ﾐﾂﾔ 豊見城市 2:09:13515 20820 名城　正和 ﾅｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 読谷村 2:09:19516 20059 比嘉　教充 ﾋｶﾞ ﾉﾘﾐﾂ 名護市 2:09:19517 21428 秋山　龍之介 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ うるま市 2:09:24518 20871 ﾀﾞｽﾜﾆ ﾌﾟﾗｶｼｭ ﾗｯﾁﾏﾝ daswani prakash lachman 沖縄市 2:09:25519 20981 STAVALE GIUSEPPE ｽﾀｳﾞｰﾚ ｼﾞｭｾｯﾍﾟ 中城村 2:09:32520 20765 前原　信一 ﾏｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 宜野湾市 2:09:34521 20919 金城　逸夫 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾂｵ 那覇市 2:09:39522 20570 嵩本　盛彦 ﾀｹﾓﾄ ﾓﾘﾋｺ 八重瀬町 2:09:46523 21376 新垣　善是 ｼﾝｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ 宜野湾市 2:09:51524 20563 並里　正幸 ﾅﾐｻﾞﾄ ﾏｻﾕｷ 名護市 2:09:52525 20746 山城　来案 ﾔﾏｼﾛ ﾗｲｱﾝ うるま市 2:09:53526 21457 喜友名　海雄士 ｷﾕﾅ ﾐﾕｼﾞ 沖縄市 2:09:56527 21305 新垣　敦 ｱﾗｶｷ ｱﾂｼ 中城村 2:09:59528 20648 新垣　勉 ｱﾗｶｷ ﾂﾄﾑ 中城村 2:10:04529 21216 真栄城　均 ﾏｴｼﾛ ﾋﾄｼ 沖縄市 2:10:08530 20193 喜久山　真情 ｷｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞｮｳ 沖縄市 2:10:13531 20993 川辺　将大 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市 2:10:15532 20890 冨名腰　朝成 ﾌﾅｺｼ ｱｻﾅﾘ 沖縄市 2:10:17533 20715 比嘉　慎 ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ うるま市 2:10:27534 20740 久志　成瀬 ｸｼ ﾅﾙｾ 名護市 2:10:27535 20348 吉田　敏和 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 西原町 2:10:29536 20770 小山　榮一 ｺﾔﾏ ｴｲｲﾁ 豊見城市 2:10:30537 21026 東江　一平 ｱｶﾞﾘｴ ｲｯﾍﾟｲ 豊見城市 2:10:33538 21033 玉那覇　一也 ﾀﾏﾅﾊ ｶｽﾞﾔ 西原町 2:10:33539 20396 上原　正人 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾄ 沖縄市 2:10:35540 20038 當山　哲広 ﾄｳﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ うるま市 2:10:38541 21103 西田　秀治 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ うるま市 2:10:39542 20875 石橋　雅彦 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋｺ 北中城村 2:10:45543 21021 徳嶺　一史 ﾄｸﾐﾈ ｶｽﾞﾌﾐ 浦添市 2:10:50544 20899 竹村　唯嗣 ﾀｹﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 北谷町 2:11:00545 20312 仲間　孝 ﾅｶﾏ ﾀｶｼ 金武町 2:11:03546 20408 玉那覇　史博 ﾀﾏﾅﾊ ﾌﾐﾋﾛ 那覇市 2:11:05547 21054 高木　祐司 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞ 那覇市 2:11:07548 20237 喜納　満 ｷﾅ ﾐﾂﾙ 北中城村 2:11:07549 20142 松田　栄 ﾏﾂﾀﾞ ｻｶｴ 沖縄市 2:11:08550 20520 備瀬　知弘 ﾋﾞｾ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市 2:11:16



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム551 20753 前仲　敬斗 ﾏｴﾅｶ ｹｲﾄ うるま市 2:11:21552 20351 永井　正人 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾋﾄ 北谷町 2:11:28553 20730 登川　大喜 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾀｲｷ うるま市 2:11:31554 21175 我喜屋　宗幸 ｶﾞｷﾔ ﾑﾈﾕｷ 那覇市 2:11:39555 20052 仲嶺　文雄 ﾅｶﾐﾈ ﾌﾐｵ 沖縄市 2:11:49556 21158 竹之内　治郎 ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾙｵ 沖縄市 2:11:50557 20990 玉城　雄士 ﾀﾏｷ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:11:57558 20638 髙里　尚史 ﾀｶｻﾞﾄ ﾅｵﾌﾐ 金武町 2:11:57559 21129 仲宗根　通 ﾅｶｿﾈ ﾄｵﾙ 沖縄市 2:11:58560 20021 新垣　行康 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾔｽ うるま市 2:12:05561 20657 島袋　勝司 ｼﾏﾌﾞｸ ｶﾂｼ 沖縄市 2:12:05562 20243 我喜屋　正広 ｶﾞｷﾔ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市 2:12:05563 21070 屋良　将輝 ﾔﾗ ﾏｻｷ 嘉手納町 2:12:07564 20865 緒方　陽一 ｵｶﾞﾀ ﾖｳｲﾁ 那覇市 2:12:11565 20093 赤嶺　哲夫 ｱｶﾐﾈ ﾃﾂｵ 八重瀬町 2:12:12566 20271 金城　則洋 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘﾋﾛ 沖縄市 2:12:16567 21067 国吉　英樹 ｸﾆﾖｼ ﾋﾃﾞｷ 浦添市 2:12:17568 21442 糸満　一請 ｲﾄﾏﾝ ｲｯｾｲ 那覇市 2:12:23569 20050 宮城　守 ﾐﾔｷﾞ ﾏﾓﾙ 北谷町 2:12:35570 20049 宮城　林 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾔｼ 北谷町 2:12:35571 20667 山城　紹利 ﾔﾏｼﾛ ｼｹﾞﾄｼ 南風原町 2:12:38572 20603 石川　正 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:12:40573 20060 友利　陞 ﾄﾓﾘ ﾉﾎﾞﾙ 沖縄市 2:12:51574 21011 小橋川　正勝 ｺﾊﾞｼｶﾜ ﾏｻｶﾂ 名護市 2:12:54575 21121 古謝　照幸 ｺｼﾞｬ ﾃﾙﾕｷ うるま市 2:12:55576 21465 大城　朝陽 ｵｵｼﾛ ｱｻﾋ 沖縄市 2:13:07577 20433 金城　岳 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 沖縄市 2:13:07578 20074 小波津　健太 ｺﾊﾂ ｹﾝﾀ うるま市 2:13:17579 20834 名城　道彦 ﾅｼﾛ ﾐﾁﾋｺ 恩納村 2:13:39580 20769 大城　盛安 ｵｵｼﾛ ﾓﾘﾔｽ 那覇市 2:13:50581 21244 ETPISON BOAZ ｴﾋﾟｿﾝ ﾎﾞｰｽﾞ うるま市 2:13:51582 20972 砂川　恵史 ｽﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ うるま市 2:13:53583 20504 仲村　綱記 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾅｷ 嘉手納町 2:14:01584 20289 酒井　圭治 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ 沖縄市 2:14:06585 20978 野里　誠記 ﾉｻﾞﾄ ｾｲｷ 那覇市 2:14:12586 20923 知念　恵一 ﾁﾈﾝ ｹｲｲﾁ 浦添市 2:14:15587 20501 渡具知　武智 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾓ 那覇市 2:14:17588 20869 後藏根　市男 ｸｼｸﾗﾈ ｲﾁｵ うるま市 2:14:21589 20797 嶺井　朗 ﾐﾈｲ ｱｷﾗ 南城市 2:14:23590 20126 石川　真宏 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾋﾛ 浦添市 2:14:29591 20874 比嘉　宏仁 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾋﾄ 沖縄市 2:14:38592 20263 下里　吉隆 ｼﾓｻﾞﾄ ﾖｼﾀｶ 嘉手納町 2:14:43593 20939 宮里　勉 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾄﾑ 宜野湾市 2:14:44594 20584 上原　敏裕 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 那覇市 2:14:45595 20814 高良　敏秀 ﾀｶﾗ ﾄｼﾃﾞ 八重瀬町 2:14:49596 20043 石原　昌雄 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｵ 中城村 2:14:50597 20265 大湾　直治 ｵｵﾜﾝ ﾅｵｼﾞ 読谷村 2:15:05598 20816 小湾　幸悟 ｺﾜﾝ ﾕｷﾉﾘ うるま市 2:15:08599 20415 近藤　達夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｵ 那覇市 2:15:08600 21092 島　宏史 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:15:13



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム601 20631 翁長　未来 ｵﾅｶﾞ ﾐﾗｲ 沖縄市 2:15:19602 21185 漢那　豊 ｶﾝﾅ ﾕﾀｶ 那覇市 2:15:22603 21377 長嶺　良 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳ うるま市 2:15:28604 20851 泉川　寛斉 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾋﾛﾅｵ 浦添市 2:15:35605 20100 當間　嗣朝 ﾄｳﾏ ｼﾁｮｳ 南城市 2:15:41606 20585 比嘉　政三 ﾋｶﾞ ﾏｻﾐ 西原町 2:15:42607 20586 金城　邦弘 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾋﾛ 今帰仁村 2:15:49608 20441 佐渡山　朝希 ｻﾄﾞﾔﾏ ｱｻｷ 沖縄市 2:15:51609 21284 與儀　拓也 ﾖｷﾞ ﾀｸﾔ 沖縄市 2:15:51610 20005 照屋　博敏 ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾄｼ 那覇市 2:16:02611 20341 照屋　寛 ﾃﾙﾔ ﾋﾛｼ うるま市 2:16:06612 21039 那覇　正樹 ﾅﾊ ﾏｻｷ うるま市 2:16:10613 21005 喜納　政紀 ｷﾅ ﾏｻﾉﾘ 北谷町 2:16:16614 21454 吉原　昌希 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻｷ 沖縄市 2:16:19615 20372 照屋　優 ﾃﾙﾔ ﾏｻﾙ 浦添市 2:16:21616 20980 真栄田　義泰 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾔｽ 西原町 2:16:33617 20453 名城　亮汰 ﾅｼﾛ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 2:16:38618 21245 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 2:16:42619 20080 島袋　祐治 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:16:42620 21293 我那覇　正季 ｶﾞﾅﾊ ﾏｻｷ 北谷町 2:16:44621 20813 出村　靖節 ﾃﾞﾑﾗ ﾔｽﾄｷ 那覇市 2:16:57622 21058 新垣　明人 ｱﾗｶｷ ｱｷﾋﾄ 沖縄市 2:17:01623 20575 新里　精吾 ｼﾝｻﾞﾄ ｾｲｺﾞ 名護市 2:17:03624 21345 當山　大 ﾄｳﾔﾏ ﾀﾞｲ うるま市 2:17:06625 20241 稲福　宏武 ｲﾅﾌｸ ﾋﾛﾀｹ 沖縄市 2:17:06626 20284 崎山　健晃 ｻｷﾔﾏ ﾀｹｱｷ 那覇市 2:17:10627 20852 伊佐　敏明 ｲｻ ﾄｼｱｷ 糸満市 2:17:14628 20360 島袋　力也 ｼﾏﾌﾞｸ ﾘｷﾔ 沖縄市 2:17:20629 20963 仲宗根　健秀 ﾅｶｿﾈ ﾀｹﾋﾃﾞ 宜野湾市 2:17:22630 20521 大城　盛豊 ｵｵｼﾛ ｾｲﾎｳ 那覇市 2:17:22631 21061 樋口　貴之 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 那覇市 2:17:23632 20216 金城　幸廣 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾋﾛ 南風原町 2:17:26633 20370 阿部　政徳 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 2:17:32634 20823 玉城　洋 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ 那覇市 2:17:42635 21093 渡邊　諭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 那覇市 2:17:49636 20647 津波古　政吉 ﾂﾊｺ ｾｲｷﾁ 沖縄市 2:17:51637 21090 知念　亨 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 那覇市 2:17:53638 20244 山城　雄夫 ﾔﾏｼﾛ ﾀｹｵ 北谷町 2:18:03639 20310 藤田　勝己 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ 西原町 2:18:03640 20952 大嶺　香 ｵｵﾐﾈ ｶｵﾙ 豊見城市 2:18:04641 20202 喜屋武　淳平 ｷｬﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 那覇市 2:18:11642 20727 前田　秀也 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ うるま市 2:18:14643 20694 金城　健太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ うるま市 2:18:14644 20744 嘉数　正琉 ｶｶｽﾞ ﾏｻﾙ 読谷村 2:18:14645 20430 首里　響 ｼｭﾘ ﾋﾋﾞｷ 沖縄市 2:18:17646 20429 新城　哲平 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 沖縄市 2:18:17647 20046 瑞慶山　良博 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 2:18:21648 21447 志堅原　宏樹 ｼｹﾝﾊﾞﾙ ﾋﾛｷ 那覇市 2:18:21649 20044 比嘉　憲次 ﾋｶﾞ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 2:18:24650 21385 大澤　徹心 ｵｵｻﾜ ﾃｯｼﾝ 沖縄市 2:18:31



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム651 20886 山里　正道 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾏｻﾐﾁ 那覇市 2:18:32652 21032 塩川　要 ｼｵｶﾜ ｶﾅﾒ 北中城村 2:18:35653 20566 天久　武弘 ｱﾒｸ ﾀｹﾋﾛ 那覇市 2:18:46654 20423 宇良　宗則 ｳﾗ ﾑﾈﾉﾘ 沖縄市 2:19:00655 20806 安里　靖 ｱｻﾄ ﾔｽｼ 北中城村 2:19:11656 20996 玉城　純 ﾀﾏｷ ｼﾞｭﾝ 名護市 2:19:15657 20536 渡口　康輝 ﾄｸﾞﾁ ﾔｽﾃﾙ 名護市 2:19:20658 20230 田場　健三 ﾀﾊﾞ ｹﾝｿﾞｳ うるま市 2:19:22659 21156 比嘉　里史 ﾋｶﾞ ｻﾄｼ 宜野湾市 2:19:33660 21182 島袋　旭史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｷﾌﾐ 与那原町 2:19:35661 21181 桃原　喜彦 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾖｼﾋｺ 那覇市 2:19:35662 20838 金城　善一 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｶｽﾞ うるま市 2:19:38663 20086 城間　悟 ｼﾛﾏ ｻﾄﾙ 那覇市 2:19:52664 21334 砂川　純哉 ｽﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 浦添市 2:20:01665 21180 山城　元樹 ﾔﾏｼﾛ ﾓﾄｷ 大宜味村 2:20:12666 21203 植田　隆二 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 2:20:14667 20111 大森　正信 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 浦添市 2:20:28668 20864 安次嶺　英勝 ｱｼﾐﾈ ﾋﾃﾞｶﾂ 豊見城市 2:20:33669 20703 親田　大地 ｵﾔﾀ ﾀﾞｲﾁ うるま市 2:20:36670 20076 仲栄真　勲 ﾅｶｴﾏ ｲｻｵ 沖縄市 2:20:39671 20379 當山　則雄 ﾄｳﾔﾏ ﾉﾘｵ 宜野湾市 2:20:40672 20640 岸本　満 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂﾙ 北谷町 2:20:42673 20041 眞壁　朝安 ﾏｶﾍﾞ ﾁｮｳｱﾝ 金武町 2:20:45674 20217 金城　政則 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 2:20:46675 20001 桑江　毅 ｸﾜｴ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:20:51676 20451 波照間　永輝 ﾊﾃﾙﾏ ｴｲｷ 沖縄市 2:20:51677 20661 兼城　尚司 ｶﾈｼﾛ ﾅｵｼ 名護市 2:20:53678 20390 与久田　弘 ﾖｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 読谷村 2:20:55679 20738 保里　友希 ﾎﾘ ﾕｳｷ うるま市 2:20:56680 20198 仲村　剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:21:09681 21212 座間味　良忠 ｻﾞﾏﾐ ﾖｼﾀﾀﾞ 沖縄市 2:21:14682 20232 長嶺　由伝 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾉﾌﾞ 沖縄市 2:21:19683 20926 水島　潔 ﾐｽﾞｼﾏ ｷﾖｼ 大阪府 2:21:26684 20789 嘉手苅　晃 ｶﾃﾞｶﾙ ｱｷﾗ 沖縄市 2:21:40685 21035 宮里　紀充 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾉﾘﾐﾂ 読谷村 2:21:42686 20330 千葉　大輝 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 那覇市 2:21:55687 21242 忍田　翔大 ｼﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 那覇市 2:22:02688 21063 牧志　修 ﾏｷｼ ｵｻﾑ 浦添市 2:22:11689 21311 吉本　裕貴 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｷ 中城村 2:22:30690 21177 安里　亘 ｱｻﾄ ﾜﾀﾙ 中城村 2:22:30691 21362 諸見里　透 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾄｵﾙ 八重瀬町 2:22:30692 20282 仲松　勇二 ﾅｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 宜野湾市 2:22:31693 20393 石川　勇 ｲｼｶﾜ ｲｻﾑ 沖縄市 2:22:32694 20743 山入端　大輝 ﾔﾏﾉﾊ ﾀﾞｲｷ うるま市 2:22:34695 20737 南　龍摩 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳﾏ うるま市 2:22:34696 20767 仲栄真　盛俊 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾄｼ 那覇市 2:22:34697 20802 山城　恒一 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｲﾁ うるま市 2:22:42698 20283 仲程　信輔 ﾅｶﾎﾄﾞ ｼﾝｽｹ 浦添市 2:22:43699 20925 平沢　佳宏 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 2:22:43700 20935 西田　守 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 沖縄市 2:22:44



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム701 20725 比嘉　裕平 ﾋｶﾞ ﾕｳﾍｲ うるま市 2:22:46702 20745 島袋　源己 ｼﾏﾌﾞｸ ｹﾞﾝｷ 沖縄市 2:22:47703 20713 大石　零 ｵｵｲｼ ﾚｲ うるま市 2:22:47704 20319 大城　徳幸 ｵｵｼﾛ ﾄｸﾕｷ うるま市 2:22:48705 20706 田里　尭樹 ﾀｻﾄ ﾀｶｷ うるま市 2:22:54706 20431 安里　聖人 ｱｻﾄ ｷﾖﾋﾄ 宜野湾市 2:22:55707 20839 金城　浩 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宜野湾市 2:22:59708 20029 石川　和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市 2:23:04709 20339 下田　修路 ｼﾓﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 宜野湾市 2:23:08710 20130 島袋　亮 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳ 浦添市 2:23:14711 20306 新里　廣光 那覇市 2:23:15712 20650 和宇慶　隆 ﾜｳｹ ﾀｶｼ 宮古島市 2:23:16713 20646 比嘉　民雄 ﾋｶﾞ ﾀﾐｵ 沖縄市 2:23:23714 20532 真喜屋　均 ﾏｷﾔ ﾋﾄｼ 南城市 2:23:25715 20221 高江洲　義人 ﾀｶｴｽ ﾖｼﾄ 沖縄市 2:23:30716 20010 玉元　正治 ﾀﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ 名護市 2:23:37717 20847 森川　武 ﾓﾘｶﾜ ﾀｹｼ 浦添市 2:23:44718 20422 屋良　朝洋 ﾔﾗ ﾄﾓﾋﾛ 沖縄市 2:23:50719 21463 うえず りき ｳｴｽﾞ ﾘｷ 沖縄市 2:23:52720 20384 山城　慧 ﾔﾏｼﾛ ｹｲ うるま市 2:23:52721 21466 ﾏｸﾆｰﾙ 海 ﾏｸﾆｰﾙ ｶｲ 沖縄市 2:23:52722 20376 久場　良太 ｸﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 2:23:52723 20377 仲里　義弘 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾋﾛ うるま市 2:23:52724 20825 知花　弘明 ﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市 2:23:58725 21051 伊計　肇 ｲｹｲ ﾊｼﾞﾒ うるま市 2:24:01726 20977 鈴木　裕介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 那覇市 2:24:02727 21221 眞榮城　力 ﾏｴｼﾛ ﾘｷ 那覇市 2:24:16728 21258 佐久間　達也 ｻｸﾏ ﾀﾂﾔ 沖縄市 2:24:28729 20108 高良　盛久 ﾀｶﾗ ﾓﾘﾋｻ 那覇市 2:24:29730 20002 波平　茂行 ﾅﾐﾋﾗ ｼｹﾞﾕｷ 那覇市 2:24:35731 21151 座間味　卓馬 ｻﾞﾏﾐ ﾀｸﾏ 沖縄市 2:24:35732 20652 幸地　清敏 ｺｳﾁ ｷﾖﾄｼ 沖縄市 2:24:44733 20427 仲村　清光 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾐﾂ 沖縄市 2:24:54734 20590 島袋　裕司 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｼﾞ 豊見城市 2:24:55735 20594 松田　正 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:24:55736 20127 金城　和徳 ｷﾝｼﾞｮ- ｶｽﾞﾉﾘ 那覇市 2:24:55737 21374 照屋　達思 ﾃﾙﾔ ﾀﾂｼ うるま市 2:24:59738 20604 仲本　吉夫 ﾅｶﾓﾄ ﾖｼｵ 名護市 2:25:02739 21010 平良　達郎 ﾀｲﾗ ﾀﾂﾛｳ 豊見城市 2:25:05740 20105 宮城　隆 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｼ 豊見城市 2:25:09741 20751 川平　和也 ｶﾜﾋﾗ ｶｽﾞﾔ うるま市 2:25:14742 20748 久高　康平 ｸﾀﾞｶ ｺｳﾍｲ うるま市 2:25:14743 20714 宮平　巧大 ﾐﾔﾋﾗ ｺｳﾀ うるま市 2:25:14744 21157 新城　力 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ うるま市 2:25:19745 20913 内田　康一 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 沖縄市 2:25:19746 20626 島袋　貢 那覇市 2:25:20747 20120 稲福　政輝 ｲﾅﾌｸ ｾｲｷ 西原町 2:25:22748 21433 嶺井　周太 ﾐﾈｲ ｼｭｳﾀ 南城市 2:25:28749 20356 比嘉　致光 ﾋｶﾞ ﾁｺｳ 読谷村 2:25:39750 20897 前仲　清浩 ﾏｴﾅｶ ｷﾖﾋﾛ 那覇市 2:25:39



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム751 20171 具志堅　全幸 ｸﾞｼｹﾝ ｾﾞﾝｺｳ 浦添市 2:25:46752 20253 荷川取　秀和 ﾆｶﾜﾄﾞﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 宜野湾市 2:25:48753 21403 山入端　将士 ﾔﾏﾆﾊ ﾏｻｼ 南風原町 2:25:50754 20578 伊元　聴 ｲﾓﾄ ｻﾄｼ 八重瀬町 2:25:51755 20066 米山　剛 ﾖﾈﾔﾏ ﾂﾖｼ うるま市 2:25:57756 20800 下門　松信 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏﾂﾉﾌﾞ うるま市 2:26:01757 21047 工藤　裕志 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 名護市 2:26:15758 20045 比嘉　憲一郎 ﾋｶﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市 2:26:23759 20191 崎浜　秀人 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾄ 浦添市 2:26:26760 21237 安村　孝 ﾔｽﾑﾗ ﾀｶｼ 豊見城市 2:26:30761 21107 喜納　勇樹 ｷﾅ ﾕｳｷ 沖縄市 2:26:37762 20660 小波津　隆介 ｺﾊﾂ ﾘｭｳｽｹ 那覇市 2:26:38763 20628 花城　康司 ﾊﾅｼﾛ ﾔｽｼﾞ 嘉手納町 2:26:41764 21199 山田　直也 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 那覇市 2:26:46765 21331 宮城　武人 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾄ 南風原町 2:26:48766 20591 糸数　慶一 ｲﾄｶｽﾞ ｹｲｲﾁ 浦添市 2:26:53767 20285 田場　正春 ﾀﾊﾞ ﾏｻﾊﾙ うるま市 2:26:57768 20754 冨里　勇 ﾌｻﾄ ﾕｳ うるま市 2:27:05769 21220 喜友名　朝之 ｷﾕﾅ ﾄﾓﾕｷ 北谷町 2:27:07770 20556 大浜　当雄 ｵｵﾊﾏ ﾏｻｵ 宜野湾市 2:27:11771 20726 比嘉　紘平 ﾋｶﾞ ｺｳﾍｲ うるま市 2:27:18772 20597 目取真　朝雄 ﾒﾄﾞﾙﾏ ｱｻｵ 那覇市 2:27:19773 20663 興儀　明彦 ﾖｷﾞ ｱｷﾋｺ 那覇市 2:27:30774 20016 中根　伸夫 ﾅｶﾈ ﾉﾌﾞｵ 浦添市 2:27:32775 21375 伊佐　和洋 ｲｻ ｶｽﾞﾋﾛ 中城村 2:27:34776 21435 宮城　光 ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ うるま市 2:27:40777 21290 末吉　左門 ｽｴﾖｼ ｻﾓﾝ 沖縄市 2:27:40778 20567 本村　覚 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾙ 沖縄市 2:27:45779 21297 末松　敬悟 ｽｴﾏﾂ ｹｲｺﾞ 名護市 2:27:46780 21372 比嘉　拓也 ﾋｶﾞ ﾀｸﾔ 宜野湾市 2:27:50781 21080 藤田　満日虎 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾋｺ 沖縄市 2:27:50782 20222 新垣　隼 ｱﾗｶｷ ﾊﾔﾄ 中城村 2:27:54783 21046 當間　隆治 ﾄｳﾏ ﾘｭｳｼﾞ 那覇市 2:27:56784 20268 比嘉　伸哉 ﾋｶﾞ ｼﾝﾔ 沖縄市 2:27:58785 21391 外間　弘晃 ﾎｶﾏ ﾋﾛｱｷ 豊見城市 2:28:08786 20027 伊志嶺　国裕 ｲｼﾐﾈ ｸﾆﾋﾛ 南風原町 2:28:16787 20055 照屋　寛正 ﾃﾙﾔ ｶﾝｼｮｳ 沖縄市 2:28:21788 21404 亀川　裕也 ｶﾒｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 宜野湾市 2:28:37789 21383 上門　太郎 ｳｴｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 宜野湾市 2:28:37790 21255 上原　達也 ｳｴﾊﾗ ﾀﾂﾔ 南城市 2:28:46791 20621 具志堅　浩明 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｱｷ 西原町 2:28:49792 21007 宮里　辰也 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾂﾔ 那覇市 2:28:59793 20325 濱門　清人 ﾊﾏｼﾞｮｳ ｷﾖﾄ うるま市 2:29:01794 20122 仲井間　憲弘 ﾅｶｲﾏ ﾉﾘﾋﾛ 那覇市 2:29:16795 20039 新垣　秀範 ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 2:29:19796 20471 長田　和真 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 2:29:20797 20320 金城　良樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｷ 那覇市 2:29:21798 21130 親泊　政哉 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ ﾏｻﾔ 那覇市 2:29:23799 20810 知花　賢孝 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｺｳ 西原町 2:29:23800 20853 喜友名　朝則 ｷﾕﾅ ﾄﾓﾉﾘ 沖縄市 2:29:23



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム801 20023 狩俣　賢作 ｶﾘﾏﾀ ｹﾝｻｸ 嘉手納町 2:29:31802 20115 宮里　達二 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾂｼﾞ うるま市 2:29:32803 20187 新川　洋和 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 沖縄市 2:29:32804 20331 桑江　良尚 ｸﾜｴ ﾖｼﾀｶ 沖縄市 2:29:33805 21079 下地　巨泰 ｼﾓｼﾞ ﾅｵﾔｽ 名護市 2:29:34806 20297 金城　春哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ 宜野湾市 2:29:34807 21122 諸見里　直 ﾓﾛﾐｻﾄ ﾀﾀﾞｼ 名護市 2:29:45808 20299 比嘉　正典 ﾋｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 浦添市 2:29:45809 21024 古謝　安俊 ｺｼﾞｬ ﾔｽﾄｼ うるま市 2:29:51810 21053 今枝　寿明 ｲﾏｴﾀﾞ ﾄｼｱｷ 那覇市 2:29:58811 20192 神田　康行 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 宜野湾市 2:30:10812 21044 仲間　友作 ﾅｶﾏ ﾕｳｻｸ 那覇市 2:30:27813 20716 児玉　剛虎 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹﾄﾗ うるま市 2:30:41814 20583 砂川　智史 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 沖縄市 2:30:50815 20374 宮城　宏之 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 2:30:53816 20705 与那嶺　諒守 ﾖﾅﾐﾈ ｶｲﾄ うるま市 2:30:53817 21124 山城　司 ﾔﾏｼﾛ ﾂｶｻ うるま市 2:31:11818 20790 新里　隆一 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｭｳｲﾁ 那覇市 2:31:12819 20545 棚原　康守 ﾀﾅﾊﾗ ﾔｽﾓﾘ 那覇市 2:31:15820 20290 喜納　昌光 ｷﾅ ﾏｻﾐﾂ 沖縄市 2:31:21821 20262 新垣　直樹 ｱﾗｶｷ ﾅｵｷ うるま市 2:31:34822 20599 高江洲　弘 ﾀｶｴｽ ﾋﾛｼ 那覇市 2:31:38823 20113 恵　英則 ﾒｸﾞﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 西原町 2:31:38824 21108 東　長範 ｱｽﾞﾏ ﾅｶﾞﾉﾘ 那覇市 2:31:44825 21104 宮城　真也 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 沖縄市 2:32:01826 20829 渡嘉敷　彰 ﾄｶｼｷ ｱｷﾗ 那覇市 2:32:03827 21048 喜友名　徹也 ｷﾕﾅ ﾃﾂﾔ 北中城村 2:32:06828 21346 比嘉　芳辰 ﾋｶﾞ ﾖｼﾀﾂ 浦添市 2:32:09829 20533 大見謝　辰男 ｵｵﾐｼﾞｬ ﾀﾂｵ 那覇市 2:32:23830 20832 吉浜　信永 ﾖｼﾊﾏ ｼﾝｴｲ 那覇市 2:32:24831 20078 門口　裕 ﾓﾝｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 沖縄市 2:32:27832 21174 比嘉　修 ﾋｶﾞ ｵｻﾑ 浦添市 2:32:30833 20971 喜久川　裕晃 ｷｸｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 宜野湾市 2:32:32834 21135 金城　弘一郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 那覇市 2:32:39835 20772 比嘉　嗣光 ﾋｶﾞ ﾂｸﾞﾐﾂ 読谷村 2:32:53836 20499 大城　孝夫 ｵｵｼﾛ ﾀｶｵ 沖縄市 2:33:00837 20461 宮里　正悟 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｮｳｺﾞ 沖縄市 2:33:04838 20830 鴛尾　治彦 ｵｼｵ ﾊﾙﾋｺ うるま市 2:33:05839 21260 屋宜　宣龍 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾀﾂ 那覇市 2:33:09840 20724 徳田　将人 ﾄｸﾀﾞ ﾕｷﾄ うるま市 2:33:09841 20204 宮城　幸和 ﾐﾔｷﾞ ﾕｷｶｽﾞ 沖縄市 2:33:10842 20565 神里　一希 ｶﾐｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ 沖縄市 2:33:16843 21273 小橋川　泰功 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾔｽﾅﾘ 名護市 2:33:25844 20157 小波津　亨 ｺﾊﾂ ﾄｵﾙ うるま市 2:33:27845 21361 比嘉　雄人 ﾋｶﾞ ﾕｳﾄ 沖縄市 2:33:29846 20934 喜屋武　一樹 ｷﾔﾝ ｶｽﾞｷ 那覇市 2:33:32847 20858 浦田　幸男 ｳﾗﾀ ﾕｷｵ 宜野湾市 2:33:35848 20783 國吉　眞幸 ｸﾆﾖｼ ｼﾝｺｳ 那覇市 2:33:39849 21141 比嘉　孝 ﾋｶﾞ ﾀｶｼ 読谷村 2:33:39850 20169 大宜見　朝一 ｵｵｷﾞﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 宜野湾市 2:33:43



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム851 20756 松崎　優大 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾀ 那覇市 2:33:52852 20607 佐久川　実 ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 宜野湾市 2:33:53853 21109 新垣　真人 ｱﾗｶｷ ﾏｻﾄ 沖縄市 2:34:04854 20371 長堂　昌徳 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｼｮｳﾄｸ 宜野湾市 2:34:13855 20778 玉城　勲 ﾀﾏｷ ｲｻｵ 西原町 2:34:19856 21202 宮城　鉄也 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾂﾔ 南城市 2:34:25857 20505 浜元　盛英 ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾘﾋﾃﾞ 北谷町 2:34:28858 21292 中村　政一 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 沖縄市 2:34:29859 20069 比嘉　義隆 ﾋｶﾞ ﾖｼﾀｶ 沖縄市 2:34:33860 20480 大嶺　慶 ｵｵﾐﾈ ｹｲ 沖縄市 2:34:41861 21020 大嶺　弘樹 ｵｵﾐﾈ ﾋﾛｷ 那覇市 2:34:48862 20067 平良　光徳 ﾀｲﾗ ﾐﾂﾉﾘ うるま市 2:34:59863 20147 町田　敏 ﾏﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 宜野湾市 2:34:59864 20988 宮川　博作 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛｻｸ 那覇市 2:35:02865 20251 具志堅　政也 ｸﾞｼｹﾝ ﾏｻﾔ 沖縄市 2:35:35866 20966 名護　直 ﾅｺﾞ ﾅｵｼ うるま市 2:35:35867 20634 徳嶺　克志 ﾄｸﾐﾈ ｶﾂｼ 那覇市 2:35:41868 20821 比嘉　良久 ﾋｶﾞ ﾖｼﾋｻ 浦添市 2:35:53869 20579 謝花　斉 ｼﾞｬﾊﾅ ﾋﾄｼ 北中城村 2:36:06870 21339 砂川　泰央 ｽﾅｶﾜ ﾔｽｵ うるま市 2:36:07871 20758 知念　安盛 ﾁﾈﾝ ﾔｽﾓﾘ 名護市 2:36:20872 20401 島袋　博之 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 2:36:29873 20309 知念　力 ﾁﾈﾝ ﾁｶﾗ 西原町 2:36:35874 20930 糸数　保孝 ｲﾄｶｽﾞ ﾔｽﾀｶ 宜野湾市 2:36:36875 20009 島袋　国男 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｸﾆｵ うるま市 2:36:40876 20739 宜志富　紹希 ｷﾞｼﾄﾐ ﾖｼｷ 恩納村 2:36:42877 20438 田仲　勇之介 ﾀﾅｶ ﾕｳﾉｽｹ 沖縄市 2:36:50878 20335 島袋　信也 ｼﾏﾌﾞｸ ﾉﾌﾞﾅﾘ 沖縄市 2:36:50879 20793 名渡山　隆 ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 宜野湾市 2:36:51880 20201 崎間　敏男 ｻｷﾏ ﾄｼｵ 宜野湾市 2:36:54881 20474 仲間　道己 ﾅｶﾏ ﾐﾁｷ 沖縄市 2:37:14882 20322 田中　博彰 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 北谷町 2:37:30883 20488 眞謝　拓人 ﾏｼﾞｬ ﾀｸﾄ 沖縄市 2:37:31884 20627 池原　圭之介 ｲｹﾊﾗ ｹｲﾉｽｹ うるま市 2:37:33885 20632 比嘉　広高 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾀｶ うるま市 2:37:34886 20946 村上　茂 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 沖縄市 2:37:44887 21473 知花　藍輝 ﾁﾊﾞﾅ ｱｲｷ 沖縄市 2:37:45888 20549 松永　一文 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 宜野湾市 2:37:46889 21440 砂川　亜寿来 ｽﾅｶﾞﾜ ｱｽｸ 西原町 2:37:49890 20109 下里　武也 ｼﾓｻﾄ ﾀｹﾔ 浦添市 2:38:01891 20850 久部良　尚 ｸﾌﾞﾗ ﾀｶｼ 宜野湾市 2:38:10892 20968 柳井　稔 ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ 埼玉県 2:38:17893 20857 大城　剛則 ｵｵｼﾛ ﾀｹﾉﾘ 豊見城市 2:38:20894 20272 吉田　達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 沖縄市 2:38:23895 21086 吉村　直哉 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ うるま市 2:38:32896 20891 平良　真三 ﾀｲﾗ ｼﾝｿﾞｳ 宜野湾市 2:38:37897 20421 島袋　貴 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｶｼ 沖縄市 2:38:41898 20982 吉田　潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浦添市 2:38:41899 21336 おおはま しんご ｵｵﾊﾏ ｼﾝｺﾞ 浦添市 2:39:01900 20637 勝山　貴王 ｶﾂﾔﾏ ﾀｶｵ 那覇市 2:39:03



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム901 21019 比嘉　良 ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ 宜野湾市 2:39:03902 20407 ﾊｳﾄｰﾝ ﾀﾞﾚﾙ ﾗｳﾞｪﾙ ﾊｳﾄ-ﾝ ﾀﾞﾚﾙ ﾗｳﾞｪﾙ 沖縄市 2:39:13903 29001 崎濱　良太 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 宜野湾市 2:39:22904 21365 友利　龍之介 ﾄﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 八重瀬町 2:39:26905 21395 又吉　宏紀 ﾏﾀﾖｼ ﾋﾛｷ 宜野湾市 2:39:31906 20280 花城　清栄 ﾊﾅｼﾛ ｾｲｴｲ 沖縄市 2:39:40907 21451 白倉　元 ｼﾗｸﾗ ﾕｷ 名護市 2:39:41908 20195 山城　誠春 ﾔﾏｼﾛ ｾｲﾊﾙ 宜野湾市 2:39:46909 20629 東風平　和成 ｺﾁﾋﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 沖縄市 2:39:53910 20144 喜世盛　博 ｷｾﾓﾘ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:39:58911 20121 新里　満 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐﾂﾙ 沖縄市 2:40:08912 20779 大城　潔 ｵｵｼﾛ ｷﾖｼ 豊見城市 2:40:11913 21101 仲米　伊織 ﾅｶﾖﾈ ｲｵﾘ 沖縄市 2:40:15914 21084 知念　創 ﾁﾈﾝ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 2:40:15915 20302 上間　夏樹 ｳｴﾏ ﾅﾂｷ 沖縄市 2:40:41916 20278 具志堅　博 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:40:50917 21332 与那覇　憲一 ﾖﾅﾊ ｹﾝｲﾁ 与那原町 2:41:08918 21234 中川　貴史 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 那覇市 2:41:15919 20643 藏當　信光 ｸﾗﾄｳ ﾉﾌﾞﾐﾂ うるま市 2:41:19920 20413 大城　亮 ｵｵｼﾛ ﾀｽｸ うるま市 2:41:22921 21232 東仲　洋一 ﾋｶﾞｼﾅｶ ﾖｳｲﾁ うるま市 2:41:22922 20781 山内　英世 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾖ 那覇市 2:41:33923 21253 大城　篤 ｵｵｼﾛ ｱﾂｼ 那覇市 2:42:11924 20068 大城　盛昭 ｵｵｼﾛ ﾓﾘｱｷ 沖縄市 2:42:16925 20300 林　大志 ﾊﾔｼ ﾀｲｼ 北谷町 2:42:18926 20763 知念　紀光 ﾁﾈﾝ ﾉﾘﾐﾂ 浦添市 2:42:20927 20223 山城　拓人 ﾔﾏｼﾛ ﾀｸﾄ うるま市 2:42:21928 20344 玉城　拓也 ﾀﾏｼﾛ ﾀｸﾔ 北谷町 2:42:28929 20345 安谷屋　拓真 ｱﾀﾞﾆﾔ ﾀｸﾏ 北谷町 2:42:28930 20822 新城　孝彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋｺ うるま市 2:42:37931 21139 嘉手苅　亮之 ｶﾃﾞｶﾙ ｱｷﾕｷ 沖縄市 2:42:42932 21410 中川　美優士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｼﾞ 嘉手納町 2:42:47933 20749 兼城　虎之輔 ｶﾈｼﾛ ﾄﾗﾉｽｹ うるま市 2:42:49934 20750 比嘉　成希 ﾋｶﾞ ﾅﾙｷ うるま市 2:42:50935 20196 城間　達成 ｼﾛﾏ ﾀﾂﾅﾘ 那覇市 2:42:55936 20159 佐久本　嘉一 ｻｸﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 宜野湾市 2:43:12937 20987 宮城　貴之 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾕｷ 西原町 2:43:28938 20017 下田　寿 ｼﾓﾀﾞ ﾋｻｼ 南風原町 2:43:39939 21402 田崎　海斗 ﾀｻｷ ｶｲﾄ 読谷村 2:43:39940 21388 真喜屋　駿 ﾏｷﾔ ｼｭﾝ 嘉手納町 2:43:39941 21251 上地　拓貴 ｳｴﾁ ﾋﾛﾀｶ 沖縄市 2:43:41942 20537 呉屋　圭津樹 ｺﾞﾔ ｶﾂﾞｷ 豊見城市 2:43:50943 20544 大嶺　良竜 ｵｵﾐﾈ ﾖｼﾀﾂ 名護市 2:43:50944 20541 外間　悠一郎 ﾎｶﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 名護市 2:43:50945 20508 山城　善安 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾔｽ 恩納村 2:44:02946 20653 宜寿次　智裕 ｷﾞｽｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ うるま市 2:44:07947 21299 園部　真己 ｿﾉﾍﾞ ﾏｻｷ 那覇市 2:44:11948 20024 安里　智明 ｱｻﾄ ﾄﾓｱｷ 宜野湾市 2:44:12949 20347 仲座　涼太 ﾅｶｻﾞ ﾘｮｳﾀ 八重瀬町 2:44:17950 20218 平山　智常 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾂﾈ うるま市 2:44:56



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム951 21306 我喜屋　壮志 ｶﾞｷﾔ ﾀｹｼ 北中城村 2:45:00952 20208 嘉数　豊 ｶｶｽﾞ ﾕﾀｶ 那覇市 2:45:01953 21390 前田　数馬 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ うるま市 2:45:07954 20908 吉田　渉 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 2:45:10955 21062 瀬底　武志 ｾｿｺ ﾀｹｼ 那覇市 2:45:11956 21325 松澤　諒 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ 沖縄市 2:45:18957 21278 知念　一芳 ﾁﾈﾝ ｶｽﾞﾖｼ 那覇市 2:45:24958 21412 久部良　一輝 ｸﾌﾞﾗ ｲｯｷ 宜野湾市 2:45:25959 21042 屋富祖　一司 ﾔﾌｿ ﾋﾄｼ 浦添市 2:45:36960 21314 島袋　浩保 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾔｽ 沖縄市 2:45:39961 20573 大城　和輝 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞｷ 南城市 2:45:53962 20084 比嘉　康夫 ﾋｶﾞ ﾔｽｵ 宜野湾市 2:46:25963 20303 島袋　直志 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵｼ 宜野湾市 2:46:33964 21327 角　大三郎 ｽﾐ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 那覇市 2:46:39965 21363 佐藤　恵祐 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 沖縄市 2:47:06966 20795 大城　新光 ｵｵｼﾛ ｼﾝｺｳ 南風原町 2:47:18967 20448 大城　柊斗 ｵｵｼﾛ ｼｭｳﾄ 沖縄市 2:47:29968 20771 兼城　賢光 ｶﾈｼﾛ ｹﾝｺｳ 那覇市 2:47:32969 20764 米須　幸一 ｺﾒｽ ｺｳｲﾁ 沖縄市 2:47:36970 20206 上原　直樹 ｳｴﾊﾗ ﾅｵｷ 浦添市 2:47:37971 21099 上原　邦男 ｳｴﾊﾗ ｸﾆｵ 那覇市 2:47:40972 21259 上原　由作 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｻｸ 糸満市 2:47:41973 20301 小濱　孝幸 ｺﾊﾏ ﾀｶﾕｷ 北谷町 2:47:44974 20529 當山　英夫 ﾄｳﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 名護市 2:48:19975 20062 石川　卓巳 ｲｼｶﾜ ﾀｸｼ 北中城村 2:48:22976 20298 兼田　雅之 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 宜野湾市 2:48:27977 20012 田中　淳 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ うるま市 2:48:36978 21160 町田　邦男 ﾏﾁﾀﾞ ｸﾆｵ うるま市 2:48:59979 21222 服部　正路 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾐﾁ 沖縄市 2:49:01980 20757 比嘉　義央 ﾋｶﾞ ﾖｼｵ 浦添市 2:49:10981 21439 亀山　恵斗 ｶﾒﾔﾏ ｹｲﾄ 浦添市 2:49:24982 20516 宇榮原　將太 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 浦添市 2:49:43983 20589 志良堂　徹 ｼﾗﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 那覇市 2:50:10984 20224 吉山　勇也 ﾖｼﾔﾏ ﾊﾔﾅﾘ 沖縄市 2:50:36985 20618 駒井　勇太 ｺﾏｲ ﾕｳﾀ 沖縄市 2:51:18986 21298 根元　裕之 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 那覇市 2:51:25987 20213 安里　辰雄 ｱｻﾄ ﾀﾂｵ 沖縄市 2:52:10988 21235 川満　靖人 ｶﾜﾐﾂ ﾔｽﾋﾄ 那覇市 2:52:19989 20695 伊藝　伶 ｲｹﾞｲ ﾘｮｳ 金武町 2:52:23990 20696 安慶名　一真 ｱｹﾞﾅ ｲｯｼﾝ うるま市 2:52:23991 21409 栄野川　晃平 ｴﾉｶﾜ ｺｳﾍｲ 嘉手納町 2:54:56992 21169 増田　武蔵 ﾏｽﾀﾞ ﾑｻｼ 糸満市 2:55:31993 20709 東仲　光 ﾋｶﾞｼﾅｶ ﾋｶﾙ うるま市 2:55:43994 20711 伊禮　成哉 ｲﾚｲ ﾖｼﾔ うるま市 2:55:43995 20708 比嘉　翔平 ﾋｶﾞ ｼｮｳﾍｲ うるま市 2:55:44996 20735 徳嶺　春樹 ﾄｸﾐﾈ ﾊﾙｷ うるま市 2:55:44997 20509 島袋　正俊 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻﾄｼ 読谷村 2:55:45998 20511 長浜　衛 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏﾓﾙ 恩納村 2:55:46999 20780 小山　隆 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 糸満市 2:55:551000 20817 上里　正 ｳｴｻﾞﾄ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:56:07



 20km　男子 20km　男子 20km　男子 20km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1001 20552 松崎　悟之 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾄｼ 那覇市 2:56:121002 20357 宮城　運生 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ 宜野湾市 2:56:261003 21373 宮地　弘斗 ﾐﾔｼﾞ ﾋﾛﾄ 沖縄市 2:57:281004 20841 伊佐　真勝 ｲｻ ｼﾝｶﾂ 那覇市 2:58:511005 20231 吉長　修 ﾖｼﾅｶﾞ ｵｻﾑ 浦添市 3:00:331006 20264 国吉　勇人 ｸﾆﾖｼ ﾊﾔﾄ 西原町 3:00:421007 20219 金城　武一郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｲﾁﾛｳ 沖縄市 3:00:541008 20235 桑江　良和 ｸﾜｴ ﾖｼｶｽﾞ 沖縄市 3:01:361009 21417 喜友名　朝士 ｷﾕﾅ ｱｻｼ 沖縄市 3:02:201010 21225 下地　昭寛 ｼﾓｼﾞ ｱｷﾋﾛ 豊見城市 3:03:131011 21249 徳村　直己 ﾄｸﾑﾗ ﾅｵｷ 浦添市 3:04:471012 21110 砂川　正人 ｽﾅｶﾜ ﾏｻﾄ 那覇市 3:04:481013 20094 半澤　洋一 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 那覇市 3:13:121014 21333 兼箇段　尚吾 ｶﾈｶﾀﾞﾝ ｼｮｳｺﾞ うるま市 3:24:001015 20484 砂川　唯希 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｲｷ 沖縄市 3:33:251016 20467 長嶺　慶助 ﾅｶﾞﾐﾈ ｹｲｽｹ 沖縄市 3:43:431017 20465 国吉　健太 ｸﾆﾖｼ ｹﾝﾀ 沖縄市 3:43:43


