
 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム1 50446 久高　準 ｸﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝ 北谷町 0:16:192 50386 座間味　弘樹 ｻﾞﾏﾐ ﾋﾛｷ うるま市 0:16:523 50032 比嘉　茂人 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾄ 名護市 0:17:304 50436 北川　克洋 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 豊見城市 0:18:025 50178 ﾊｳﾄｰﾝ ﾃﾞｨｱﾝｼﾞｭﾚｲ 美杏 ﾊｳﾄ-ﾝ ﾃﾞｨｱﾝｼﾞｭﾚｲ ﾋﾞｱﾝ 沖縄市 0:18:536 50165 金畑　怜穏 ｶﾅﾊﾀ ﾚｵﾝ 中城村 0:19:287 50130 田里　勇大 ﾀｻﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 宜野湾市 0:19:418 50463 ﾚﾝｷｽﾄ 凱 ﾚﾝｷｽﾄ ｶﾞｲ 沖縄市 0:19:479 50161 奥平　大士 ｵｸﾋﾗ ﾀｲｼ 那覇市 0:20:5010 50367 米須　清昌 ｺﾒｽ ｾｲｼｮｳ 宜野湾市 0:21:0611 50077 Scott Frank ｽｺｯﾄ ﾌﾗﾝｸ 金武町 0:21:2512 50474 ﾚﾝｷｽﾄ 丈 ﾚﾝｷｽﾄ ｼﾞｮｳ 沖縄市 0:21:2513 50473 嘉陽　海輝 ｶﾖｳ ｶｲｷ 沖縄市 0:21:4114 50304 仲宗根　隆葵 ﾅｶｿﾈ ﾘｭｳｷ 沖縄市 0:22:1615 50166 松川　周矢 ﾏﾂｶﾞﾜ ｼｭｳﾔ 宜野湾市 0:22:2616 50207 生田　陽太 ｲｸﾀ ﾋﾅﾀ 北中城村 0:22:2917 50465 饒波　侑剛 ﾉﾊ ﾕｳｺﾞ 那覇市 0:22:3018 50147 古謝　諒介 ｺｼﾞｬ ﾘｮｳｽｹ 沖縄市 0:22:3219 50186 安里　浩希 ｱｻﾄ ﾋﾛｷ 北中城村 0:22:3220 50150 前川　博哉 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛﾔ 北中城村 0:22:4121 50188 殿村　晴希 ﾄﾉﾑﾗ ﾊﾙｷ 沖縄市 0:22:4422 50179 ﾊｳﾄｰﾝ ﾃﾞｨｱﾝｼﾞｪﾛ 李恩 ﾊｳﾄ-ﾝ ﾃﾞｨｱﾝｼﾞｪﾛ ﾘｵﾝ 沖縄市 0:23:1523 50173 西銘　聖 ﾆｼﾒ ﾋｼﾞﾘ 沖縄市 0:23:1624 50343 真境名　莉生 ﾏｼﾞｷﾅ ﾘｵ 沖縄市 0:23:2625 50319 新城　尚真 ｼﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾏ 沖縄市 0:23:3326 50148 當眞　璃久 ﾄｳﾏ ﾘｸ 沖縄市 0:23:3627 50133 座間味　良悟 ｻﾞﾏﾐ ﾘｮｳｺﾞ 沖縄市 0:23:5328 50184 崎原　駿輝 ｻｷﾊﾗ ｼｭﾝｷ 沖縄市 0:24:0629 50488 ﾚﾝｷｽﾄ 拓 ﾚﾝｷｽﾄ ﾀｸ 沖縄市 0:24:1330 50451 比嘉　盛朗 ﾋｶﾞ ﾓﾘｵ 沖縄市 0:24:2131 50182 崎原　颯翔 ｻｷﾊﾗ ﾊｸﾄ 沖縄市 0:24:2132 50340 大城　彩希 ｵｵｼﾛ ｲﾂｷ 沖縄市 0:24:2633 50091 野沢　弘明 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 沖縄市 0:24:2734 50177 野沢　優陽 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾋ 沖縄市 0:24:2735 50301 比嘉　貴裕 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 0:24:3136 50168 太田　佳秀 ｵｵﾀ ｶｼｭｳ 沖縄市 0:24:3437 50210 ﾍﾞﾈｯﾄ 恵 ﾙｰｸ ﾍﾞﾈｯﾄ ｹｲ ﾙ-ｸ 沖縄市 0:24:3538 50156 嘉手苅　康士郎 ｶﾃﾞｶﾙ ｺｳｼﾛｳ 沖縄市 0:24:3639 50175 明神　琉心 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾘｭｳｼﾝ 沖縄市 0:24:3940 50453 米須　大尊 ｺﾒｽ ﾀｲｿﾝ 宜野湾市 0:24:3941 50249 比嘉　啓 ﾋｶﾞ ｱｷﾗ 那覇市 0:24:4442 50355 多和田　真正 ﾀﾜﾀ ｼﾝｾｲ 宜野湾市 0:24:4543 50157 仲里　一輝 ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ うるま市 0:24:4644 50160 仲程　元哉 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾓﾄﾔ 北谷町 0:25:0045 50317 仲村　優生 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 沖縄市 0:25:0446 50492 屋宜　和虎 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾄﾗ 沖縄市 0:25:1447 50080 仲程　通彦 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾐﾁﾋｺ 北谷町 0:25:2148 50195 又吉　颯馬 ﾏﾀﾖｼ ｿｳﾏ 沖縄市 0:25:4549 50189 玉城　雄太郎 ﾀﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 沖縄市 0:25:4550 50180 島袋　仁来 ｼﾏﾌﾞｸ ﾆﾗｲ 沖縄市 0:25:50



 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム51 50411 屋宜　朝和 ﾔｷﾞ ｱｻｶｽﾞ 沖縄市 0:25:5352 50205 仲村　泰輝 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 沖縄市 0:25:5553 50420 小川　泰史 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾌﾐ 北谷町 0:26:0554 50171 上江洲　翔安 ｳｴｽﾞ ｼｮｳｱﾝ 沖縄市 0:26:1155 50300 真喜志　昴 ﾏｷｼ ｽﾊﾞﾙ 那覇市 0:26:3456 50339 宮里　鷹翔 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶﾄ 沖縄市 0:27:0757 50191 郡司　大輝 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｲｷ 沖縄市 0:27:1258 50401 ﾚﾝｷｽﾄ ｾｽ ﾚﾝｷｽﾄ ｾｽ 沖縄市 0:27:1559 50418 井上　篤史 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ うるま市 0:27:2360 50295 知念　勇気 ﾁﾈﾝ ｲﾂｷ 那覇市 0:27:2561 50221 大場　裕介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 那覇市 0:27:2662 50140 玉屋　諒 ﾀﾏﾔ ﾘｮｳ 浦添市 0:27:4063 50415 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ うるま市 0:27:4664 50495 川口　泰楽 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲﾗ うるま市 0:27:4765 50174 新垣　耀大 ｱﾗｶｷ ﾖｳﾀ 沖縄市 0:27:5366 50204 宮里　晃助 沖縄市 0:27:5467 50212 大城　慶朝 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾄｷ 沖縄市 0:28:0468 50102 知念　功二 ﾁﾈﾝ ｺｳｼﾞ 沖縄市 0:28:0469 50155 嘉手苅　涼之祐 ｶﾃﾞｶﾙ ｽｽﾞﾉｽｹ 沖縄市 0:28:0670 50376 上原　智泰 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ うるま市 0:28:0671 50222 運天　和司 ｳﾝﾃﾝ ｶｽﾞｼ 那覇市 0:28:0872 50224 運天　野武 ｳﾝﾃﾝ ﾉﾌﾞ 那覇市 0:28:0873 50169 上門　楓義 ｳｴｶﾄﾞ ﾌｳｷ 沖縄市 0:28:0974 50167 太田　志佳 ｵｵﾀ ﾓﾄｶ 沖縄市 0:28:0975 50061 米須　清実 ｺﾒｽ ｷﾖﾐ 沖縄市 0:28:1176 50223 神里　郁哉 ｶﾐｻﾞﾄ ﾌﾐﾔ 那覇市 0:28:1377 50419 KEITH SATORIUS keith satorius 外国人 0:28:2678 50421 一安　勝印 ｲﾁﾔｽ ｼｮｳｲﾝ 浦添市 0:28:2779 50258 比嘉　達次 ﾋｶﾞ ﾀﾂｼﾞ 西原町 0:28:2980 50480 なかみね まなる ﾅｶﾐﾈ ﾏﾅﾙ 沖縄市 0:28:3681 50334 佐久田　優星 ｻｸﾀﾞ ﾕｳｾ 沖縄市 0:28:4382 50146 弥永　玲有 ｲﾖﾅｶﾞ ﾚｱ 沖縄市 0:28:4883 50192 當山　千星 ﾄｳﾔﾏ ﾁｾｲ 沖縄市 0:28:4984 50299 大盛　晴翔 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙﾄ 那覇市 0:28:5485 50158 山根　大器 ﾔﾏﾈ ﾀｲｷ 沖縄市 0:28:5586 50176 當山　伊織 ﾄｳﾔﾏ ｲｵﾘ 沖縄市 0:28:5687 50213 野原　佑心 ﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾝ うるま市 0:28:5788 50023 仲田　蓮飛 ﾅｶﾀﾞ ﾚﾝﾄ 沖縄市 0:29:1389 50320 桑江　良太朗 ｸﾜｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ 沖縄市 0:29:1990 50215 比嘉　元 ﾋｶﾞ ｹﾞﾝ 沖縄市 0:29:2191 50145 津嘉山　敬太 ﾂｶﾔﾏ ｹｲﾀ 沖縄市 0:29:2392 50232 石川　清安 ｲｼｶﾜ ｾｲｱﾝ 本部町 0:29:2493 50231 平良　孝幸 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 名護市 0:29:2794 50030 江頭　侑希 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳｷ 那覇市 0:29:2895 50387 宜間　弘史 ｷﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市 0:29:3296 50172 上江洲　竜安 ｳｴｽﾞ ﾘｭｳｱﾝ 沖縄市 0:29:3497 50125 池宮城　桐斗 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｷﾘﾄ 沖縄市 0:29:4298 50235 小橋川　栄立 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｴｲﾘﾂ 名護市 0:29:4699 50493 林　朝天 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾀｶ 那覇市 0:29:49100 50298 大盛　研翔 ｵｵﾓﾘ ｹﾝﾄ 那覇市 0:29:50



 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム101 50035 池宮城　淳 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:30:03102 50216 知念　京優 ﾁﾈﾝ ｷｮｳﾕｳ 沖縄市 0:30:33103 50350 田中　大智 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ うるま市 0:30:37104 50290 田中　大作 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ うるま市 0:30:38105 50170 大城　颯馬 ｵｵｼﾛ ｿｳﾏ 沖縄市 0:30:40106 50090 新垣　盛朝 ｱﾗｶｷ ﾓﾘﾄﾓ 沖縄市 0:30:41107 50056 上間　望 ｳｴﾏ ﾉｿﾞﾐ 沖縄市 0:30:43108 50087 松島　誠 ﾏﾂｼﾏ ﾏｺﾄ 沖縄市 0:30:45109 50273 米谷　秀雄 ｺﾒﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ 宜野湾市 0:30:46110 50196 親川　滉輝 ｵﾔｶﾜ ｺｳｷ 沖縄市 0:30:47111 50506 島袋　剛輔 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺﾞｳｽｹ 沖縄市 0:30:52112 50487 大城　航 ｵｵｼﾛ ｺｳ 那覇市 0:31:00113 50211 糸数　啓太 ｲﾄｶｽﾞ ｹｲﾀ 沖縄市 0:31:04114 50073 嘉手苅　智 ｶﾃﾞｶﾙ ｻﾄｼ 沖縄市 0:31:05115 50143 比嘉　龍樹 ﾋｶﾞ ﾘｭｳｷ 中城村 0:31:10116 50443 諸見里　一道 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｶｽﾞﾐﾁ 宜野湾市 0:31:18117 50112 杉本　信一郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 読谷村 0:31:21118 50012 仲田　欣矢 ﾅｶﾀﾞ ｷﾝﾔ 沖縄市 0:31:21119 50017 又吉　信一 ﾏﾀﾖｼ ｼﾝｲﾁ 沖縄市 0:31:35120 50003 與那覇　政之 西原町 0:31:41121 50251 新谷　晃一 ｼﾝﾔ ｺｳｲﾁ 那覇市 0:31:42122 50193 勝連　匠也 ｶﾂﾚﾝ ｼｮｳﾔ 沖縄市 0:31:46123 50198 與那嶺　昂我 ﾖﾅﾐﾈ ｺｳｶﾞ 沖縄市 0:31:48124 50190 郡司　琉偉 ｸﾞﾝｼﾞ ﾙｲ 沖縄市 0:31:50125 50134 安里　颯太郎 ｱｻﾄ ｿｳﾀﾛｳ 沖縄市 0:31:54126 50496 島袋　優人 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳﾄ 沖縄市 0:31:56127 50037 平良　眞一 ﾀｲﾗ ｼﾝｲﾁ 宜野湾市 0:32:09128 50369 照屋　隆 ﾃﾙﾔ ﾀｶｼ 読谷村 0:32:13129 50303 大宜味　真伍 ｵｵｷﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 沖縄市 0:32:18130 50131 仲本　龍矢 ﾅｶﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 中城村 0:32:25131 50482 上原　大夢 ｳｴﾊﾗ ﾀｲﾑ 沖縄市 0:32:33132 50311 永吉　盛之慎 ﾅｶﾞﾖｼ ﾓﾘﾉｼﾝ 沖縄市 0:32:46133 50491 徳田　鳳世 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶｾ 浦添市 0:32:47134 50490 仲村　真之介 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 沖縄市 0:32:57135 50028 仲栄真　來 ﾅｶｴﾏ ﾗｲ 沖縄市 0:32:58136 50019 仲栄真　拓 ﾅｶｴﾏ ﾀｸ 沖縄市 0:32:58137 50475 仲村　大輝 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 沖縄市 0:33:00138 50312 安里　大希 ｱｻﾄ ﾊﾙｷ 沖縄市 0:33:00139 50318 仲村　泰喜 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 沖縄市 0:33:00140 50269 與那嶺　淳 ﾖﾅﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:33:06141 50238 宮里　操 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾐｻｵ 名護市 0:33:07142 50218 鈴木　純一郎 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:33:07143 50060 津嘉山　秀次 ﾂｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾂｷﾞ 沖縄市 0:33:11144 50449 中島　佑太 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ 浦添市 0:33:14145 50285 宮里　勇輝 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｳｷ 沖縄市 0:33:15146 50454 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞｸﾞﾚﾝ 大地 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞｸﾞﾚﾝ ﾀﾞｲﾁ 糸満市 0:33:20147 50183 高江洲　悠 ﾀｶｴｽ ﾊﾙｶ 沖縄市 0:33:31148 50225 山城　翔 ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳ 浦添市 0:33:32149 50181 丸尾　俊太 ﾏﾙｵ ｼｭﾝﾀ 沖縄市 0:33:42150 50344 真境名　琉生 ﾏｼﾞｷﾅ ﾙｲ 沖縄市 0:33:46



 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム151 50424 ｶｰ ﾏｼｭｰ ｶｰ ﾏｼｭｰ 沖縄市 0:34:02152 50501 ｶｰ ｼﾞｮｼｭｱ ｶｰ ｼﾞｮｼｭｱ 沖縄市 0:34:02153 50185 具志川　藍人 ｸﾞｼｶﾜ ｱｲﾄ 沖縄市 0:34:04154 50015 知念　良哲 ﾁﾈﾝ ﾖｼｱｷ 北谷町 0:34:05155 50021 藤田　凌也 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 那覇市 0:34:07156 50022 藤田　希琉 ﾌｼﾞﾀ ｷﾘｭｳ 那覇市 0:34:07157 50006 藤田　忍 ﾌｼﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 那覇市 0:34:07158 50219 鈴木　琉晴 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 沖縄市 0:34:14159 50097 與那嶺　航 ﾖﾅﾐﾈ ﾜﾀﾙ 沖縄市 0:34:23160 50288 宮里　正秀 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 沖縄市 0:34:24161 50111 野原　恒明 ﾉﾊﾗ ﾂﾈｱｷ うるま市 0:34:26162 50412 玉城　幸太郎 ﾀﾏｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ 沖縄市 0:34:53163 50315 宮城　旭陽 ﾐﾔｷﾞ ｱｻﾋ 沖縄市 0:34:53164 50151 米須　悠 ｺﾒｽ ﾕｳ 沖縄市 0:34:59165 50049 多和田　弘 ﾀﾜﾀ ﾋﾛｼ 宜野湾市 0:35:06166 50142 多和田　悠人 ﾀﾜﾀ ﾕｳﾄ 宜野湾市 0:35:06167 50347 宮里　悠生 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｳｾｲ 沖縄市 0:35:28168 50276 仲宗根　忠幸 ﾅｶｿﾈ ﾀﾀﾞﾕｷ 沖縄市 0:35:31169 50159 仲程　夕翔 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾕｳﾄ 北谷町 0:35:32170 50141 當山　陸 ﾄｳﾔﾏ ﾘｸ 金武町 0:35:43171 50375 花城　修 ﾊﾅｼﾛ ｵｻﾑ 北中城村 0:35:53172 50127 知念　圭祐 ﾁﾈﾝ ｹｲｽｹ 北谷町 0:35:56173 50293 仲松　希武 ﾅｶﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 浦添市 0:36:01174 50336 仲地　春風 ﾅｶﾁ ﾊﾙｶｾﾞ 沖縄市 0:36:20175 50282 仲地　宗光 ﾅｶﾁ ﾑﾈﾐﾂ 沖縄市 0:36:20176 50444 阿野　優太 ｱﾉ ﾕｳﾀ 沖縄市 0:36:43177 50291 山城　裕司 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｼﾞ うるま市 0:36:48178 50374 宮良　和秀 ﾐﾔﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 浦添市 0:36:57179 50132 山崎　奏太 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅﾀ 沖縄市 0:36:58180 50042 山崎　正人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 沖縄市 0:36:58181 50110 漢那　紀一郎 ｶﾝﾅ ｷｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:37:18182 50503 桑江　寧 ｸﾜｴ ﾈｲ 沖縄市 0:37:19183 50366 掛福　ルイス ｶｹﾌｸ ﾙｲｽ 浦添市 0:37:29184 50122 仲村　虎三 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾗﾐ 沖縄市 0:37:30185 50020 佐藤　挑 ｻﾄｳ ｲﾄﾞﾑ 沖縄市 0:37:34186 50197 ﾚｽﾘｰ ﾏｲｶ ﾚｽﾘ- ﾏｲｶ 沖縄市 0:37:43187 50199 高橋　陽 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 沖縄市 0:37:45188 50027 仲栄真　陽 ﾅｶｴﾏ ﾊﾙ 沖縄市 0:37:49189 50018 仲栄真　盛孝 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾀｶ 沖縄市 0:37:49190 50126 知念　璃玖斗 ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ 北谷町 0:38:02191 50074 与那覇　道 ﾖﾅﾊ ﾜﾀﾙ 与那原町 0:38:04192 50337 平安　賢丞 ﾋﾗﾔｽ ｹﾝｽｹ 沖縄市 0:38:09193 50259 藤川　慎太郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 西原町 0:38:25194 50252 仲本　剛 ﾅｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 宜野湾市 0:38:27195 50331 林田　祐哉 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 沖縄市 0:38:31196 50330 金城　瑠衣斗 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾙｲﾄ 沖縄市 0:38:31197 50445 樋口　春樹 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 浦添市 0:38:34198 50469 宜間　響希 ｷﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 那覇市 0:38:37199 50373 篠原　寛 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 浦添市 0:38:46200 50508 黒田　尚郷 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｺﾞｳ 那覇市 0:39:06



 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム201 50137 稲福　凌空 ｲﾅﾌｸ ﾘｸ 沖縄市 0:39:08202 50045 稲福　啓 ｲﾅﾌｸ ｱｷﾗ 沖縄市 0:39:08203 50206 西本　昊生 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｷ 沖縄市 0:39:13204 50108 西本　和紀 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市 0:39:21205 50040 米村　哲 ﾖﾈﾑﾗ ｻﾄｼ 沖縄市 0:39:25206 50283 平安　賢治 ﾋﾗﾔｽ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 0:39:27207 50024 知花　遼 ﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙ 沖縄市 0:39:29208 50485 喜久本　竜駒 ｷｸﾓﾄ ﾘｭｳｸ 沖縄市 0:39:32209 50316 久高　將完 ｸﾀﾞｶ ﾏｻﾅﾙ 沖縄市 0:39:57210 50310 高橋　葵 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ うるま市 0:39:57211 50275 山里　紀陽 ﾔﾏｻﾞﾄ ｷ-ｵ 沖縄市 0:39:57212 50325 津覇　遊童 沖縄市 0:39:59213 50309 高橋　東路 ﾀｶﾊｼ ﾄｳｼﾞ うるま市 0:40:10214 50071 成海　雅俊 ﾅﾙﾐ ﾏｻﾄｼ 宜野湾市 0:40:18215 50116 嘉陽　宗時 ｶﾖｳ ﾑﾈﾄｷ 沖縄市 0:40:27216 50066 古波津　正 ｺﾊﾂ ﾀﾀﾞｼ 沖縄市 0:40:31217 50271 徳村　政邦 ﾄｸﾑﾗ ﾏｻｸﾆ うるま市 0:40:32218 50292 浜元　盛亜 ﾊﾏﾓﾄ ｾｲｱ 北谷町 0:40:49219 50070 嘉手苅　佑也 ｶﾃﾞｶﾙ ﾕｳﾔ 西原町 0:40:58220 50257 新垣　兼雄 ｱﾗｶｷ ｹﾝﾕｳ 中城村 0:41:03221 50129 ｸﾞﾗﾅｰﾄ ｼﾞｬﾝ ﾚｵ 宜野湾市 0:41:29222 50314 平田　隆太 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳﾀ 沖縄市 0:41:35223 50268 平田　隆士 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ 沖縄市 0:41:35224 50264 金城　裕 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕﾀｶ 沖縄市 0:41:51225 50217 福田　猛雄 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｵ 沖縄市 0:41:52226 50123 福田　雄介 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 沖縄市 0:41:52227 50064 古屋　宏之 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 宜野湾市 0:42:05228 50294 渡邉　悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 那覇市 0:42:18229 50226 島袋　真治 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻﾊﾙ 沖縄市 0:42:18230 50377 大城　健次 ｵｵｼﾛ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 0:42:29231 50244 宮城　長良 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾖｼ 宜野湾市 0:42:44232 50120 新垣　裕之 ｱﾗｶｷ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 0:42:54233 50341 天願　聖也 ﾃﾝｶﾞﾝ ｾｲﾔ うるま市 0:43:14234 50286 天願　充 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾐﾂﾙ うるま市 0:43:15235 50051 田里　勇二 ﾀｻﾄ ﾕｳｼﾞ うるま市 0:43:22236 50069 成海　雅行 ﾅﾙﾐ ﾏｻﾕｷ 宜野湾市 0:43:33237 50502 島袋　陸斗 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｸﾄ 沖縄市 0:44:03238 50278 安慶名　吉仁 ｱｹﾞﾅ ﾖｼﾋﾄ うるま市 0:44:12239 50408 安里　忍 ｱｻﾄ ｼﾉﾌﾞ 名護市 0:44:53240 50029 鳥谷　英寿 ﾄﾘﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋｻ 西原町 0:45:43241 50085 田原　秀明 ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 沖縄市 0:45:47242 50248 濵崎　粂男 ﾊﾏｻｷ ｸﾒｵ 宜野湾市 0:45:49243 50209 福地　友直 ﾌｸﾁ ﾄﾓﾅｵ 沖縄市 0:46:35244 50109 福地　友博 ﾌｸﾁ ﾄﾓﾋﾛ 沖縄市 0:46:36245 50284 桑江　修 ｸﾜｴ ｵｻﾑ 沖縄市 0:47:20246 50228 山城　清衞 ﾔﾏｼﾛ ｷﾖｴｲ 南城市 0:47:52247 50094 石野　栄伸 ｲｼﾉ ｴｲｼﾝ 名護市 0:48:03248 50239 稲嶺　盛昌 ｲﾅﾐﾈ ｾｲｼｮｳ 北谷町 0:48:56249 50279 仲松　彌信 ﾅｶﾏﾂ ﾔｼﾝ うるま市 0:49:40250 50371 SOTO JR PEDRO ｿﾄ ｼﾞｭﾆｱ ﾍﾟﾄﾞﾛ 読谷村 0:50:12



 5km　男子 5km　男子 5km　男子 5km　男子順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村 タイム251 50263 仲地　良彰 ﾅｶﾁ ﾖｼｱｷ 那覇市 0:50:12252 50349 島袋　朝飛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｻﾋ 沖縄市 0:51:21253 50437 我謝　一有 ｶﾞｼﾞｬ ｶｽﾞﾅﾘ 北中城村 0:52:17254 50104 仲松　盛光 ﾅｶﾏﾂ ﾓﾘﾐﾂ 沖縄市 0:52:41255 50352 呉屋　勝彦 ｺﾞﾔ ｶﾂﾋｺ 西原町 0:54:04256 50380 宮里　朝康 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾄﾓﾔｽ 沖縄市 0:56:09257 50396 宮城　盛史 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾘﾌﾐ 西原町 0:56:26258 50509 豊里　碧 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾘｵ 那覇市 0:59:30259 50354 豊里　廣道 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾋﾛﾐﾁ 那覇市 0:59:30


