
順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム1 1719 新里　大 ｼﾝｻﾞﾄ ﾀﾞｲ 那覇市 0:35:302 1635 永村　祐 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾀｽｸ 宜野湾市 0:36:423 1677 許田　常智 ｷｮﾀﾞ ﾂﾈﾄﾓ 名護市 0:37:094 1159 米山　卓志 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｶｼ うるま市 0:37:565 1714 中島　直幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ うるま市 0:38:126 1767 石戸　寛之 ｲｼﾄ ﾋﾛﾕｷ 糸満市 0:38:137 1529 古堅　幸太 ﾌﾙｹﾞﾝ ｺｳﾀ 国頭村 0:38:278 1226 大城　絢也 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 渡嘉敷村 0:38:459 1671 新垣　卓也 ｱﾗｶｷ ﾀｸﾔ 南風原町 0:39:0210 1680 当間　雄基 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ 八重瀬町 0:39:0511 1531 下田　登志光 ｼﾓﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 沖縄市 0:39:2312 1167 宮里　俊 ﾐﾔｻﾞﾄ ｽｸﾞﾙ うるま市 0:39:2913 1099 大城　貫太 ｵｵｼﾛ ｶﾝﾀ 沖縄市 0:39:3214 1488 仲後　彰 ﾅｶｸﾞｼ ｱｷﾗ 中城村 0:39:3715 1783 嘉数　宜人 ｶｶｽﾞ ﾖｼﾄ 那覇市 0:39:4216 1644 松田　正輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｷ 名護市 0:40:0617 1046 大嶺　淳 ｵｵﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:40:4618 1712 照屋　元 ﾃﾙﾔ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 0:40:5819 1653 嘉陽　宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 沖縄市 0:41:1420 1736 鈴木　颯也 ｽｽﾞｷ ｿｳﾔ 読谷村 0:41:1821 1567 伊藤　史憲 ｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 西原町 0:41:5522 1087 伊佐　義永 ｲｻ ｷﾞｴｲ 北中城村 0:42:1423 1556 辰巳　亘 ﾀﾂﾐ ﾜﾀﾙ 那覇市 0:42:1524 1619 轟　純平 ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 宜野湾市 0:42:2425 1229 伊波　克哉 ｲﾊ ｶﾂﾔ 沖縄市 0:42:2626 1737 嘉陽　海輝 ｶﾖｳ ｶｲｷ 沖縄市 0:42:2927 1503 高江洲　昌幸 ﾀｶｴｽ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 0:42:2928 1668 谷成　主一 ﾀﾆﾅﾘ ｼｭｲﾁ 宮古島市 0:42:3829 1546 平田　正幸 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 読谷村 0:43:1830 1461 安次嶺　渥 ｱｼﾐﾈ ｱﾂｼ 読谷村 0:43:3231 1366 宮里　尚広 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵﾋﾛ 浦添市 0:43:4032 1395 野村　竜希 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浦添市 0:43:5233 1773 服部　潤 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 0:44:1734 1547 宇良　貴文 ｳﾗ ﾀｶﾌﾐ 宜野湾市 0:44:2135 1100 佐次田　義人 ｻｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 中城村 0:44:5436 1602 ﾀﾕﾌｪｰﾙ ｴﾃﾞｨ ﾀﾕﾌｪｰﾙ ｴﾃﾞｨ 沖縄市 0:45:0037 1617 喜納　優 ｷﾅ ﾏｻﾙ 宜野湾市 0:45:0038 1698 神田　直人 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 金武町 0:45:2239 1781 玉城　貴之 ﾀﾏｼﾛ ﾀｶﾕｷ 那覇市 0:45:2640 1554 園崎　達秀 ｿﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾋﾃﾞ 北中城村 0:45:3741 1032 仲間　智洋 ﾅｶﾏ ﾄﾓﾋﾛ 沖縄市 0:45:4442 1647 古波蔵　知二 ｺﾊｸﾞﾗ ﾄﾓｼﾞ 宜野湾市 0:45:4743 1008 花城　哲郎 ﾊﾅｼﾛ ﾃﾂﾛｳ 沖縄市 0:45:5044 1459 名嘉真　儀栄 ﾅｶﾏ ｷﾞｴｲ うるま市 0:45:5345 1542 伊集　豊 ｲｼﾞｭ ﾕﾀｶ 宜野湾市 0:45:5746 1109 山城　頼士 ﾔﾏｼﾛ ﾗｲﾄ 宜野湾市 0:45:5847 1442 徳元　淳博 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 那覇市 0:46:0548 1694 大城　秀人 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞﾄ 浦添市 0:46:1249 1764 津田　朝陽 ﾂﾀﾞ ｱｻﾋ 那覇市 0:46:1750 1637 運道　祐一郎 ｳﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ うるま市 0:46:19
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順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子51 1633 野元　里志 ﾉﾓﾄ ｻﾄｼ 豊見城市 0:46:2252 1345 与儀　剛史 ﾖｷﾞ ﾀｹｼ 北中城村 0:46:4553 1114 東恩納　凜太郎 ﾋｶﾞｼｵﾝﾅ ﾘﾝﾀﾛｳ 沖縄市 0:46:5954 1017 上江洲　清政 ｳｴｽﾞ ｷﾖﾏｻ うるま市 0:47:1255 1641 上江洲　智裕 ｳｴｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 浦添市 0:47:2856 1500 喜久里　俊幸 ｷｸｻﾞﾄ ﾄｼﾕｷ 那覇市 0:47:5357 1599 安村　盛一 ﾔｽﾑﾗ ｾｲｲﾁ うるま市 0:48:0058 1742 根間　陸叶 ﾈﾏ ﾘｸﾄ 西原町 0:48:0759 1460 比嘉　盛照 ﾋｶﾞ ﾓﾘｱｷ 沖縄市 0:48:1060 1775 ﾛｰ ｱﾝﾃﾞｨｰ ﾛｰ ｱﾝﾃﾞｨｰ 読谷村 0:48:1461 1738 小潮川　由良 ｺｼｵｶﾜ ﾕﾗ 沖縄市 0:48:1662 1372 高里　盛淳 ﾀｶｻﾞﾄ ｾｲｼﾞｭﾝ 名護市 0:48:1763 1359 田中　康大 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 那覇市 0:48:2164 1325 新垣　善則 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾉﾘ 北谷町 0:48:2765 1015 當眞　嗣敏 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾄｼ 沖縄市 0:48:2866 1497 神谷　直樹 ｶﾐﾔ ﾅｵｷ 八重瀬町 0:48:3067 1141 津波古　剛 ﾂﾊｺ ﾂﾖｼ 嘉手納町 0:48:3168 1120 津波　一郎 ﾂﾊ ｲﾁﾛｳ 浦添市 0:48:3369 1432 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 那覇市 0:48:5670 1683 堤　祐太朗 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 那覇市 0:49:0971 1343 玉城　浩二 ﾀﾏｷ ｺｳｼﾞ 名護市 0:49:1072 1639 平田　佳成 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾅﾘ 八重瀬町 0:49:1173 1778 江崎　義治 ｴｻﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 豊見城市 0:49:1774 1350 奥松　竜也 ｵｸﾏﾂ ﾀﾂﾔ 糸満市 0:49:3775 1309 伊波　竜飛 ｲﾊ ﾘｭｳﾋﾞ 沖縄市 0:49:4076 1600 根間　義仁 ﾈﾏ ﾖｼﾋﾄ 西原町 0:49:4177 1448 比嘉　昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 名護市 0:50:1078 1528 ｼｪｰﾌﾞﾙ ﾏｲｹﾙ ｼｪｰﾌﾞﾙ ﾏｲｹﾙ 沖縄市 0:50:1379 1533 鳩間　用祐 ﾊﾄﾏ ﾖｳｽｹ 浦添市 0:50:1780 1446 米須　清昌 ｺﾒｽ ｾｲｼｮｳ 宜野湾市 0:50:2281 1434 小園　幸広 ｺｿﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 浦添市 0:50:2582 1438 古波蔵　米三 ｺﾊｸﾞﾗ ﾖﾈｿﾞｳ 南城市 0:50:2783 1725 宮城　翔 ﾐﾔｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 浦添市 0:50:3384 1268 大城　行市 ｵｵｼﾛ ｺｳｲﾁ うるま市 0:50:3685 1777 佐々木　彰 ｻｻｷ ｱｷﾗ 沖縄市 0:50:3786 1774 山田　厚司 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 0:50:4987 1328 渡慶次　雅人 ﾄｹｼ ﾏｻﾄ うるま市 0:50:5388 1623 常田　智也 ﾂﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 那覇市 0:51:4389 1517 川端　とも ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 嘉手納町 0:51:4590 1224 稲福　武 ｲﾅﾌｸ ﾀｹｼ 沖縄市 0:51:4991 1022 富里　正樹 ﾄﾐｻﾄ ﾏｻｷ 沖縄市 0:51:5592 1246 古園　淳 ｺｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 糸満市 0:51:5793 1201 湧川　雄紀 ﾜｸｶﾞﾜ ﾕｳｷ 那覇市 0:51:5994 1597 MAGPOC JOEL MAGPOC JOEL 外国人 0:52:0195 1155 伊佐　真一 ｲｻ ｼﾝｲﾁ 浦添市 0:52:0896 1578 末吉　康人 ｽｴﾖｼ ﾔｽﾋﾄ 中城村 0:52:0997 1771 橋口　開 ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲ 大阪府 0:52:1098 1199 安次嶺　翔 ｱｼﾐﾈ ｼｮｳ 那覇市 0:52:1399 1731 安慶名　雄太郎 ｱｹﾞﾅ ﾕｳﾀﾛｳ うるま市 0:52:14100 1101 高江洲　和馬 ﾀｶｴｽ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 0:52:14



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子101 1140 名城　政彦 ﾅｼﾛ ﾏｻﾋｺ 沖縄市 0:52:21102 1615 知花　医 ﾁﾊﾞﾅ ｵｻﾑ 読谷村 0:52:27103 1787 上川　英樹 ｶﾐｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 沖縄市 0:52:27104 1023 矢崎　太三 ﾔｻﾞｷ ﾀｲｿﾞｳ うるま市 0:52:31105 1179 中村　公一郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:52:33106 1571 仲間　正士 ﾅｶﾏ ﾏｻｼ 沖縄市 0:52:35107 1669 玉城　裕樹 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 名護市 0:52:38108 1341 城間　正 ｼﾛﾏ ﾀﾀﾞｼ うるま市 0:52:40109 1302 平川　永遠 ﾋﾗｶﾜ ﾄﾜ うるま市 0:52:40110 1288 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 竜太 ｱﾚｸｻﾞﾝﾀﾞｰ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾘｭｳﾀ ｱﾚｸｻﾞﾝﾀﾞｰ うるま市 0:52:40111 1501 川上　勝俊 ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾄｼ 沖縄市 0:52:43112 1304 金城　大悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｺﾞ 北中城村 0:52:43113 1290 玉栄　駿 ﾀﾏｴ ｶｹﾙ うるま市 0:52:44114 1685 山城　裕也 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳﾔ うるま市 0:52:53115 1577 比嘉　真一 ﾋｶﾞ ｼﾝｲﾁ 宜野座村 0:52:56116 1332 伊波　康和 ｲﾊ ﾔｽｶｽﾞ 名護市 0:52:58117 1598 大城　洋二 ｵｵｼﾛ ﾖｳｼﾞ 南城市 0:52:58118 1722 大城　史晃 ｵｵｼﾛ ﾌﾐｱｷ 南風原町 0:52:59119 1760 山口　和慈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ 沖縄市 0:53:04120 1616 崎原　航 ｻｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 宜野湾市 0:53:04121 1727 糸満　一請 ｲﾄﾏﾝ ｲｯｾｲ 那覇市 0:53:07122 1323 寺園　龍矢 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾀﾂﾔ 沖縄市 0:53:09123 1398 多和田　真正 ﾀﾜﾀ ｼﾝｾｲ 宜野湾市 0:53:16124 1289 寺田　葵 ﾃﾗﾀﾞ ｱｵｲ うるま市 0:53:16125 1605 玉城　亮 ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 那覇市 0:53:17126 1579 喜納　勇樹 ｷﾅ ﾕｳｷ 沖縄市 0:53:18127 1743 島袋　道伍 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄｳｺﾞ 沖縄市 0:53:18128 1306 高良　康平 ﾀｶﾗ ｺｳﾍｲ 沖縄市 0:53:24129 1785 与那原　太郎 ﾖﾅﾊﾗ ﾀﾛｳ 北谷町 0:53:27130 1318 仲元　勇貴 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｷ 沖縄市 0:53:30131 1243 島尻　慧 ｼﾏｼﾞﾘ ｻﾄｼ 宜野湾市 0:53:39132 1585 ZHANG Junhua Paul ZHANG Junhua Paul 外国人 0:53:39133 1593 宮里　徹 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾄｵﾙ 読谷村 0:53:40134 1640 大川　高広 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾋﾛ うるま市 0:53:49135 1512 玉城　雄士 ﾀﾏｷ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 0:53:55136 1212 喜屋武　仁 ｷｬﾝ ﾋﾄｼ 北中城村 0:54:01137 1061 鈴木　鎭司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 沖縄市 0:54:01138 1489 土屋　光良 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾖｼ 読谷村 0:54:11139 1396 立津　邦康 ﾀﾃﾂ ｸﾆﾔｽ 浦添市 0:54:11140 1344 比嘉　龍信 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾉﾌﾞ 沖縄市 0:54:15141 1468 吉本　真紀雄 ﾖｼﾓﾄ ﾏｷｵ 西原町 0:54:15142 1360 比嘉　将吾 ﾋｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 読谷村 0:54:21143 1369 上原　努 ｳｴﾊﾗ ﾂﾄﾑ 浦添市 0:54:22144 1110 山城　昇士 ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳﾄ 宜野湾市 0:54:23145 1111 山城　英士 ﾔﾏｼﾛ ｴｲﾄ 宜野湾市 0:54:23146 1463 後藏根　市男 ｸｼｸﾗﾈ ｲﾁｵ うるま市 0:54:25147 1362 上江洲　登 ｳｴｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ 那覇市 0:54:25148 1552 山内　盛彦 ﾔﾏｳﾁ ﾓﾘﾋｺ 沖縄市 0:54:26149 1005 伊波　善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 読谷村 0:54:28150 1164 比嘉　彦史 ﾋｶﾞ ｻﾄｼ 沖縄市 0:54:33



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子151 1252 豊田　理樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 北谷町 0:54:39152 1663 一瀬　克久 ｲﾁﾉｾ ｶﾂﾋｻ 西原町 0:54:40153 1670 濱川　貴成 ﾊﾏｶﾜ ﾀｶﾖｼ 沖縄市 0:54:42154 1039 安慶名　操 ｱｹﾞﾅ ﾐｻｵ 沖縄市 0:54:47155 1756 牧志　倫 ﾏｷｼ ﾋﾄｼ 宜野湾市 0:54:48156 1476 金城　朝一 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁｮｳｲﾁ うるま市 0:55:07157 1505 Richard Holguin Richard Holguin 宜野湾市 0:55:11158 1399 喜瀬　大智 ｷｾ ﾀﾞｲﾁ 沖縄市 0:55:15159 1657 佐藤　俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 那覇市 0:55:19160 1478 知念　成史 ﾁﾈﾝ ｼｹﾞﾌﾐ 那覇市 0:55:20161 1248 ﾊﾟｳﾘｯｷｰ ｼｨｰｼﾞｪｲ ﾊﾟｳﾘｯｷｰ ｼｨｰｼﾞｪｲ 沖縄市 0:55:28162 1485 末吉　衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ うるま市 0:55:33163 1667 宮城　庄吾 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 浦添市 0:55:36164 1707 伊田　幸平 ｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ 西原町 0:55:37165 1786 玻名城　智 ﾊﾅｼﾛ ｻﾄｼ 沖縄市 0:55:41166 1098 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 沖縄市 0:55:42167 1642 Sosa Alexander Sosa Alexander 外国人 0:55:44168 1389 徳本　一之 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 沖縄市 0:55:52169 1048 新里　恭史 ｼﾝｻﾞﾄ ﾔｽｼ うるま市 0:55:54170 1424 東江　久雄 ｱｶﾞﾘｴ ﾋｻｵ 読谷村 0:56:02171 1744 当真　琉生 ﾄｳﾏ ﾙｲ 沖縄市 0:56:05172 1575 首里　良和 ｼｭﾘ ﾖｼｶｽﾞ 西原町 0:56:07173 1661 加藤　健 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 西原町 0:56:11174 1363 喜瀬　浩一 ｷｾ ﾋﾛｶｽﾞ 沖縄市 0:56:15175 1067 兼島　透 ｶﾈｼﾏ ﾄｵﾙ 那覇市 0:56:16176 1541 島袋　祥一 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｮｳｲﾁ 沖縄市 0:56:18177 1770 橋口　隆満 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ 大阪府 0:56:20178 1592 渡久地　政滋 ﾄｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 南風原町 0:56:25179 1614 江島　功一 ｴｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 沖縄市 0:56:26180 1315 仲嶺　唯希 ﾅｶﾐﾈ ﾕｲｷ 沖縄市 0:56:41181 1733 森山　龍巳 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾐ 那覇市 0:56:42182 1364 小波津　和樹 ｺﾊﾂ ｶｽﾞｷ 那覇市 0:56:44183 1294 前田　大輝 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ うるま市 0:56:47184 1456 来間　政治 ｸﾘﾏ ｾｲｼﾞ 宜野湾市 0:56:47185 1139 米谷　和彦 ｺﾒﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 宜野湾市 0:56:52186 1308 稲福　英寿 ｲﾅﾌｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 沖縄市 0:56:54187 1691 比嘉　志秀 ﾋｶﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 沖縄市 0:56:56188 1681 登川　昭吾 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ うるま市 0:57:03189 1441 中島　久雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 那覇市 0:57:05190 1706 平良　美津喜 ﾀｲﾗ ﾐﾂｷ 那覇市 0:57:06191 1129 本多　裕介 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 沖縄市 0:57:07192 1052 仲嶺　文雄 ﾅｶﾐﾈ ﾌﾐｵ 沖縄市 0:57:08193 1314 大嶺　隆玖 ｵｵﾐﾈ ﾘｭｳｸ うるま市 0:57:13194 1102 仲本　兼志郎 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 沖縄市 0:57:13195 1660 宮里　周一 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｭｳｲﾁ 中城村 0:57:16196 1165 比嘉　敏雄 ﾋｶﾞ ﾄｼｵ うるま市 0:57:20197 1034 親里　強 ｵﾔｻﾞﾄ ﾂﾖｼ 沖縄市 0:57:24198 1142 與那覇　康次 ﾖﾅﾊ ﾔｽﾂｸﾞ 那覇市 0:57:31199 1045 宮里　信勇 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼﾝﾕｳ 沖縄市 0:57:37200 1730 崎山　龍 ｻｷﾔﾏ ﾘｭｳ 豊見城市 0:57:41



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子201 1502 神谷　和彦 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 0:57:44202 1171 石川　吉幸 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ 北中城村 0:57:45203 1172 石川　琉司 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 北中城村 0:57:45204 1104 仲眞　清 ﾅｶﾏ ｷﾖｼ 中城村 0:57:51205 1095 新垣　勝二 ｱﾗｶｷ ｶﾂｼﾞ 沖縄市 0:57:53206 1411 仲本　賢市 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 宜野湾市 0:58:01207 1729 中村　和暉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ うるま市 0:58:01208 1313 又吉　幸樹 ﾏﾀﾖｼ ｺｳｷ 読谷村 0:58:04209 1612 宮野　康隆 ﾐﾔﾉ ﾔｽﾀｶ 北谷町 0:58:04210 1353 津波古　守一 ﾂﾊｺ ﾓﾘｶｽﾞ 宜野座村 0:58:07211 1154 美谷島　栄介 浦添市 0:58:09212 1821 三次　宣之 ﾐﾂｷﾞ ﾖｼﾕｷ 福岡県 0:58:12213 1409 小山　榮一 ｺﾔﾏ ｴｲｲﾁ 豊見城市 0:58:16214 1792 中島　真悟 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 北海道 0:58:20215 1522 喜久山　真情 ｷｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞｮｳ 沖縄市 0:58:25216 1180 焼田　理一郎 ﾔｷﾀ ﾘｲﾁﾛｳ 浦添市 0:58:26217 1690 比嘉　康人 ﾋｶﾞ ﾔｽﾄ 西原町 0:58:34218 1620 砂川　伸 ｽﾅｶﾞﾜ ｼﾝ 宜野湾市 0:58:36219 1666 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 沖縄市 0:58:36220 1483 平沢　佳宏 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 0:58:37221 1222 呉屋　広正 ｺﾞﾔ ﾋﾛﾏｻ 宜野湾市 0:58:38222 1031 兼城　努 ｶﾈｼﾛ ﾂﾄﾑ 沖縄市 0:58:43223 1238 宮城　盛夫 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾘｵ 北中城村 0:58:43224 1038 比嘉　剛 ﾋｶﾞ ﾂﾖｼ 中城村 0:58:54225 1655 吉田　真悟 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 恩納村 0:58:56226 1326 大城　剛則 ｵｵｼﾛ ﾀｹﾉﾘ 豊見城市 0:58:56227 1492 新井　浩仁 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 北中城村 0:58:58228 1482 内間　常喜 ｳﾁﾏ ﾂﾈﾉﾌﾞ 伊江村 0:59:04229 1266 諸見里　安弘 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾔｽﾋﾛ 西原町 0:59:04230 1440 浦崎　尚 ｳﾗｻｷ ﾀｶｼ 宜野湾市 0:59:06231 1371 玉木　健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 名護市 0:59:07232 1632 吉田　亘児 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 恩納村 0:59:13233 1186 祖堅　光信 ｿｹﾝ ﾐﾂﾉﾌﾞ うるま市 0:59:22234 1606 宇栄原　勝利 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾄｼ 沖縄市 0:59:23235 1768 池宮　秀彦 ｲｹﾐﾔ ｼｹﾞﾋｺ 沖縄市 0:59:28236 1466 ﾀﾞｽﾜﾆ ﾌﾟﾗｶｼｭ ﾀﾞｽﾜﾆ ﾌﾟﾗｶｼｭ 沖縄市 0:59:28237 1782 志良堂　和明 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 沖縄市 0:59:31238 1254 田場　宜信 ﾀﾊﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 沖縄市 0:59:32239 1009 山川　巧 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾐ 沖縄市 0:59:34240 1548 仲間　孝 ﾅｶﾏ ﾀｶｼ 金武町 0:59:35241 1207 ﾏｲｹﾙ ﾎﾞﾚﾙ ﾏｲｹﾙ ﾎﾞﾚﾙ 沖縄市 0:59:36242 1715 山城　薫 ﾔﾏｼﾛ ｶｵﾙ 浦添市 0:59:37243 1281 町田　泰地郎 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｲﾁﾛｳ 沖縄市 0:59:38244 1327 金城　良吉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｷﾁ うるま市 0:59:42245 1200 藤澤　弘樹 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 那覇市 0:59:45246 1458 羽地　敏博 ﾊﾈｼﾞ ﾄｼﾋﾛ 那覇市 0:59:48247 1392 宮里　秀太郎 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ 那覇市 0:59:49248 1126 島袋　浩保 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾔｽ 沖縄市 0:59:51249 1674 藤田　朋宏 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 宜野湾市 0:59:52250 1470 小川　一利 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 那覇市 0:59:57



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子251 1217 宇良　宗光 ｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 読谷村 0:59:58252 1484 阿良　行浩 ｱﾗ ﾕｷﾋﾛ 那覇市 0:59:58253 1003 吉原　昌希 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻｷ 沖縄市 0:59:59254 1607 伊礼　和則 ｲﾚｲ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市 1:00:00255 1553 金城　昌勝 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｶﾂ 北中城村 1:00:10256 1035 仲本　賢栄 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｴｲ 宜野湾市 1:00:12257 1589 岩尾　武尊 ｲﾜｵ ﾀｹﾙ うるま市 1:00:12258 1437 岸　朋直 ｷｼ ﾄﾓﾅｵ 浦添市 1:00:14259 1249 金城　則洋 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘﾋﾛ 沖縄市 1:00:16260 1106 上原　広 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 糸満市 1:00:19261 1608 大城　健 ｵｵｼﾛ ｹﾝ 宜野湾市 1:00:21262 1624 上藏　英則 ｳｴｸﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 1:00:23263 1568 鈴木　一人 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 那覇市 1:00:25264 1728 仲村　捷 ﾅｶﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 宜野湾市 1:00:35265 1322 高里　怜雅 ﾀｶｻﾞﾄ ﾘｮｳｶﾞ 豊見城市 1:00:35266 1472 兼島　兼良 ｶﾈｼﾏ ｹﾝﾖｼ 沖縄市 1:00:41267 1611 宮田　昌之 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾕｷ 浦添市 1:00:45268 1285 平良　吏玖 ﾀｲﾗ ﾘｸ 沖縄市 1:00:45269 1538 木村　智弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 名護市 1:00:47270 1720 下地　勝樹 ｼﾓｼﾞ ｶﾂﾞｷ 宜野湾市 1:00:55271 1134 宮平　弥 ﾐﾔﾋﾗ ﾜﾀﾙ 沖縄市 1:00:56272 1494 与那覇　淳 ﾖﾅﾊ ｱﾂｼ うるま市 1:00:56273 1561 大城　泰一郎 ｵｵｼﾛ ﾀｲｲﾁﾛｳ 北谷町 1:01:03274 1604 砂川　智弥 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 南風原町 1:01:11275 1311 阿部　蒼大 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 沖縄市 1:01:15276 1820 酒林　大希 ｻｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 福岡県 1:01:17277 1643 崎原　喬 ｻｷﾊﾗ ﾀｶｼ 北谷町 1:01:22278 1626 渡慶次　竜生 ﾄｹｼ ﾀﾂｵ 宜野湾市 1:01:23279 1073 比嘉　浩 ﾋｶﾞ ﾋﾛｼ 宜野湾市 1:01:26280 1588 前田　圭太 ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 沖縄市 1:01:41281 1565 神田　雅也 ｶﾐﾀﾞ ﾏｻﾔ 沖縄市 1:01:50282 1570 知念　亨 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 那覇市 1:01:53283 1802 久高　大地 ｸﾀﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 沖縄市 1:01:53284 1590 伊保　誠 ｲﾎ ﾏｺﾄ うるま市 1:01:59285 1198 与儀　善一 ﾖｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ 西原町 1:02:05286 1320 和田　煌生 ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 沖縄市 1:02:13287 1705 高江洲　智 ﾀｶｴｽ ｻﾄｼ 那覇市 1:02:15288 1678 新垣　賢太 ｱﾗｶｷ ｹﾝﾀ 中城村 1:02:16289 1477 井岡　正浩 ｲｵｶ ﾏｻﾋﾛ 北谷町 1:02:20290 1385 照屋　直樹 ﾃﾙﾔ ﾅｵｷ 嘉手納町 1:02:24291 1037 島袋　祐治 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｼﾞ 豊見城市 1:02:25292 1549 與那覇　勝儀 ﾖﾅﾊ ｶﾂﾖｼ 北谷町 1:02:29293 1216 宇良　宗則 ｳﾗ ﾑﾈﾉﾘ 沖縄市 1:02:31294 1338 奥間　政人 ｵｸﾏ ﾏｻﾄ うるま市 1:02:32295 1280 眞榮城　隼映 ﾏｴｼﾛ ｼﾞｭﾝｴｲ 沖縄市 1:02:35296 1202 安田　剛士 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 沖縄市 1:02:38297 1807 松島　茂良 ﾏﾂｼﾏ ｼｹﾞﾖｼ 浦添市 1:02:50298 1682 兼島　勝生 ｶﾈｼﾏ ﾏｻｷ 沖縄市 1:02:52299 1539 星名　弘章 ﾎｼﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市 1:02:53300 1148 嘉数　元信 ｶｶｽﾞ ｹﾞﾝｼﾝ 糸満市 1:02:56



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子301 1014 ﾃﾞｨｰﾏｲｸ ﾄｰﾏｽ ﾃﾞｨｰﾏｲｸ ﾄｰﾏｽ 沖縄市 1:02:59302 1374 比嘉　教充 ﾋｶﾞ ﾉﾘﾐﾂ 名護市 1:03:01303 1638 坂野　孝裕 ﾊﾞﾝﾉ ﾀｶﾋﾛ うるま市 1:03:05304 1435 阿波根　常雄 ｱﾊｺﾞﾝ ﾂﾈｵ うるま市 1:03:07305 1630 DeJesus Carlos Christopher DeJesus Carlos Christopher 外国人 1:03:08306 1761 宮田　厚 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ 那覇市 1:03:10307 1319 田場　凌太朗 ﾀﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 沖縄市 1:03:12308 1443 知花　正彦 ﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋｺ 読谷村 1:03:14309 1300 亀山　麟 ｶﾒﾔﾏ ﾘﾝ うるま市 1:03:15310 1551 新垣　明人 ｱﾗｶｷ ｱｷﾋﾄ 沖縄市 1:03:15311 1297 普久原　勇 ﾌｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ うるま市 1:03:15312 1741 松島　良智 ﾏﾂｼﾏ ﾖｼﾄﾓ 沖縄市 1:03:19313 1474 奥村　耕一郎 ｵｸﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:03:20314 1420 古堅　繁 ﾌﾙｹﾞﾝ ｼｹﾞﾙ 読谷村 1:03:21315 1331 城間　和巳 ｼﾛﾏ ｶｽﾞﾐ 名護市 1:03:34316 1004 新城　良得 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾄｸ 宜野湾市 1:03:42317 1793 小磯　順也 ｺｲｿ ｼﾞｭﾝﾔ 宮崎県 1:03:46318 1253 仲松　勇二 ﾅｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 宜野湾市 1:03:49319 1703 山内　和 ﾔﾏｳﾁ ﾜﾀﾙ 沖縄市 1:03:53320 1346 中村　寿文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 南風原町 1:03:53321 1739 伊藝　たから ｲｹﾞｲ ﾀｶﾗ 金武町 1:03:54322 1791 具志堅　公 ｸﾞｼｹﾝ ｺｳ 豊見城市 1:03:55323 1284 仲原　学 ﾅｶﾊﾗ ｶﾞｸ 沖縄市 1:03:56324 1283 仲嶺　眞生 ﾅｶﾐﾈ ﾏﾅﾙ 沖縄市 1:03:57325 1780 田村　勇介 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ うるま市 1:03:59326 1036 崎原　盛紀 ｻｷﾊﾗ ｾｲｷ 那覇市 1:04:00327 1429 吉田　兼光 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈﾐﾂ 恩納村 1:04:06328 1079 喜久里　真也 ｷﾜｻﾞﾄ ｼﾝﾔ 宜野湾市 1:04:11329 1333 新里　精吾 ｼﾝｻﾞﾄ ｾｲｺﾞ 名護市 1:04:12330 1349 大聖寺谷　敏 ﾀﾞｲｼｮｳｼﾞﾔ ｻﾄｼ 石川県 1:04:16331 1305 新城　将矢 ｼﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ 沖縄市 1:04:17332 1348 宮城　英弘 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 那覇市 1:04:19333 1312 喜友名　朝馳 ｷﾕﾅ ｱｻﾊ 沖縄市 1:04:20334 1555 黒木　聖仁 ｸﾛｷﾞ ﾏｻﾋﾄ うるま市 1:04:22335 1449 澤田　和幸 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 読谷村 1:04:23336 1292 照屋　恭太 ﾃﾙﾔ ｷｮｳﾀ 沖縄市 1:04:32337 1286 山城　明輝 ﾔﾏｼﾛ ｱｽｷ 沖縄市 1:04:41338 1367 謝花　斉 ｼﾞｬﾊﾅ ﾋﾄｼ 北中城村 1:04:41339 1381 多和田　真也 ﾀﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 那覇市 1:04:41340 1169 奥間　常政 ｵｸﾏ ﾂﾈﾏｻ 読谷村 1:04:53341 1530 大井　究 ｵｵｲ ｷﾜﾒ 嘉手納町 1:04:53342 1185 大城　徳幸 ｵｵｼﾛ ﾉﾘﾕｷ 中城村 1:04:56343 1508 国吉　聡 ｸﾆﾖｼ ｻﾄｼ 沖縄市 1:04:58344 1457 仲宗根　一夫 ﾅｶｿﾈ ｶｽﾞｵ 沖縄市 1:05:01345 1735 kinjo kiichi kinjo kiichi 沖縄市 1:05:05346 1336 仲松　秀和 ﾅｶﾏﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ うるま市 1:05:06347 1244 与那嶺　克史 ﾖﾅﾐﾈ ｶﾂﾌﾐ うるま市 1:05:07348 1765 河合　孝介 ｶﾜｲ ｺｳｽｹ 豊見城市 1:05:07349 1696 先田　大祐 ｻｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ 金武町 1:05:10350 1386 中山　政明 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 沖縄市 1:05:10



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子351 1584 阿嘉　悟志 ｱｶ ｻﾄｼ 沖縄市 1:05:11352 1563 角谷　昌之 ｶﾄﾞﾔ ﾏｻﾕｷ うるま市 1:05:19353 1734 仲宗根　拓也 ﾅｶｿﾈ ﾀｸﾔ 沖縄市 1:05:25354 1047 宮里　朝一 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾁｮｳｲﾁ 沖縄市 1:05:30355 1800 儀間　良仁 ｷﾞﾏ ﾖｼﾋﾄ 宜野湾市 1:05:31356 1356 金城　昇 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 西原町 1:05:37357 1762 赤堀　亮平 ｱｶﾎﾘ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜県 1:05:37358 1296 安和　一颯 ｱﾜ ｲｯｻ 沖縄市 1:05:39359 1659 宮里　和樹 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ 沖縄市 1:05:47360 1453 比嘉　常二 ﾋｶﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 中城村 1:05:50361 1021 高江洲　義洋 ﾀｶｴｽ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 1:05:51362 1564 土屋　聡 ﾂﾁﾔ ｻﾄｼ 豊見城市 1:05:52363 1342 當間　伊吹 ﾄｳﾏ ｲﾌﾞｷ 沖縄市 1:05:59364 1006 照屋　寛正 ﾃﾙﾔ ｶﾝｼｮｳ 沖縄市 1:06:00365 1053 松田　昇 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 沖縄市 1:06:01366 1723 宮城　翔伍 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 宜野湾市 1:06:04367 1260 福原　兼一郎 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 那覇市 1:06:05368 1354 比嘉　賢 ﾋｶﾞ ﾏｻﾙ 読谷村 1:06:16369 1537 伊藤　貴章 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 本部町 1:06:16370 1649 當原　直樹 ﾄｳﾊﾗ ﾅｵｷ 那覇市 1:06:19371 1414 伊波　米和 ｲﾊ ﾖﾈｶｽﾞ うるま市 1:06:20372 1746 仲村　陸玖 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 沖縄市 1:06:22373 1324 内間　等 ｳﾁﾏ ﾋﾄｼ 沖縄市 1:06:23374 1499 吉永　靖 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔｽｼ 那覇市 1:06:26375 1646 高垣　弘志 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:06:29376 1303 島添　将 ｼﾏｿｴ ﾀｽｸ 八重瀬町 1:06:33377 1247 小波津　浩 ｺﾊﾂ ﾋﾛｼ 西原町 1:06:34378 1726 ﾀﾞｽﾜﾆ ｼｬｰﾝ ﾀﾞｽﾜﾆ ｼｬｰﾝ 沖縄市 1:06:35379 1030 与儀　奏太 ﾖｷﾞ ｶﾅﾀ 沖縄市 1:06:36380 1166 島添　章 ｼﾏｿｴ ｱｷﾗ 八重瀬町 1:06:37381 1301 新垣　瑠依 ｱﾗｶｷ ﾙｲ うるま市 1:06:39382 1298 謝花　広樹 ｼﾞｬﾊﾅ ﾋﾛｷ うるま市 1:06:39383 1051 嵩西　武 ﾀｹﾆｼ ﾀｹｼ 沖縄市 1:06:49384 1749 古賀　晴人 ｺｶﾞ ﾊﾙﾄ 西原町 1:06:51385 1748 古賀　光季 ｺｶﾞ ﾐﾂｷ 西原町 1:06:51386 1610 古賀　友三 ｺｶﾞ ﾄﾓﾐ 西原町 1:06:52387 1276 野原　一翔 ﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾊ 沖縄市 1:06:52388 1689 赤崎　将太 ｱｶｻｷ ｼｮｳﾀ うるま市 1:06:52389 1080 上間　望 ｳｴﾏ ﾉｿﾞﾐ 沖縄市 1:06:57390 1498 盛本　悟 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾄﾙ 浦添市 1:06:58391 1083 島袋　豊徳 ｼﾏﾌﾞｸ ﾎｳﾄｸ 沖縄市 1:07:02392 1358 高良　盛久 ﾀｶﾗ ﾓﾘﾋｻ 那覇市 1:07:07393 1054 久高　将健 ｸﾀﾞｶ ｼｮｳｹﾝ 宜野湾市 1:07:08394 1096 新垣　一樹 ｱﾗｶｷ ｶｽﾞｷ 沖縄市 1:07:09395 1651 大浜　由誠 ｵｵﾊﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ うるま市 1:07:10396 1479 崎山　輝彦 ｻｷﾔﾏ ﾃﾙﾋｺ 豊見城市 1:07:11397 1627 大城　護和 ｵｵｼﾛ ﾓﾘｶｽﾞ 那覇市 1:07:14398 1378 渡口　康輝 ﾄｸﾞﾁ ﾔｽﾃﾙ 名護市 1:07:16399 1665 久保　俊輔 ｸﾎﾞ ｼｭﾝｽｹ 宜野湾市 1:07:16400 1233 大城　健吾 ｵｵｼﾛ ｹﾝｺﾞ うるま市 1:07:22



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子401 1361 當間　隆治 ﾄｳﾏ ﾘｭｳｼﾞ 那覇市 1:07:23402 1410 池原　寛 ｲｹﾊﾗ ﾋﾛｼ 読谷村 1:07:23403 1088 仲里　優貴 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｷ うるま市 1:07:27404 1716 白井　優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 1:07:28405 1798 仲村　一大樹 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宜野湾市 1:07:29406 1788 與那嶺　春樹 ﾖﾅﾐﾈ ﾊﾙｷ うるま市 1:07:29407 1176 森田　盛春 ﾓﾘﾀ ﾓﾘﾊﾙ 沖縄市 1:07:30408 1535 満永　将行 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾕｷ 那覇市 1:07:30409 1797 宮城　慎也 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 糸満市 1:07:32410 1231 多良間　武安 ﾀﾗﾏ ﾀｹﾔｽ 北中城村 1:07:36411 1596 ﾄﾐｰ ﾃﾞ ｼﾞｪﾈｲﾛ ﾄﾐｰ ﾃﾞ ｼﾞｪﾈｲﾛ うるま市 1:07:37412 1156 山内　大史 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾌﾐ 中城村 1:07:38413 1337 伊佐　毅 ｲｻ ﾂﾖｼ 沖縄市 1:07:41414 1117 湧田　満 ﾜｸﾀ ﾐﾂﾙ 北谷町 1:07:41415 1077 宮城　勇 ﾐﾔｷﾞ ｲｻﾑ 沖縄市 1:07:42416 1772 笠原　尚紀 ｶｻﾊﾗ ﾅｵｷ 糸満市 1:07:44417 1250 大湾　直治 ｵｵﾜﾝ 読谷村 1:07:45418 1422 永山　健二 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 那覇市 1:07:47419 1686 砂川　友久 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 宜野湾市 1:07:52420 1724 上地　良樹 ｳｴﾁ ﾖｼｷ 浦添市 1:07:58421 1090 山内　仁 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾄｼ 北中城村 1:08:04422 1255 與儀　克司 ﾖｷﾞ ｶﾂｼ 北中城村 1:08:06423 1321 與儀　翔和 ﾖｷﾞ ﾄﾜ 北中城村 1:08:06424 1060 上間　保 ｳｴﾏ ﾀﾓﾂ 沖縄市 1:08:08425 1055 玉城　辰雄 ﾀﾏｼﾛ ﾀﾂｵ 北中城村 1:08:09426 1397 玉城　春文 ﾀﾏｷ ﾊﾙﾌﾐ うるま市 1:08:10427 1043 前堂　勲 ﾏｴﾄﾞｳ ｲｻｵ うるま市 1:08:19428 1425 仲村渠　啓 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 1:08:21429 1454 花城　栄三 ﾊﾅｼﾛ ｴｲｿﾞｳ 浦添市 1:08:25430 1544 東江　功 ｱｶﾞﾘｴ ｲｻｵ 那覇市 1:08:26431 1236 田場　盛重 ﾀﾊﾞ ﾓﾘｼｹﾞ 沖縄市 1:08:28432 1405 服部　則良 ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘﾖｼ 埼玉県 1:08:29433 1721 宮平　畝匠 ﾐﾔﾋﾗ ｾﾅﾙ うるま市 1:08:29434 1059 辺土名　翔太 ﾍﾝﾄﾅ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:08:34435 1794 野里　祐司 ﾉｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ 那覇市 1:08:37436 1583 伊藝　聡 ｲｹﾞｲ ｻﾄｼ 金武町 1:08:41437 1173 仲村　清光 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾐﾂ 沖縄市 1:08:41438 1656 饒波　翔太 ﾉﾊ ｼｮｳﾀ 那覇市 1:08:43439 1594 嘉手苅　亮之 ｶﾃﾞｶﾙ ｱｷﾕｷ 沖縄市 1:08:44440 1809 原　周平 ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 沖縄市 1:08:44441 1145 大城　正明 ｵｵｼﾛ ﾏｻｱｷ 沖縄市 1:08:45442 1636 杉野　亮人 ｽｷﾞﾉ ｱｷﾋﾄ 西原町 1:08:49443 1384 高嶺　賢 ﾀｶﾐﾈ ｹﾝ 浦添市 1:08:51444 1183 山田　義尚 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 読谷村 1:08:52445 1699 仲宗根　創 ﾅｶｿﾈ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 1:09:01446 1673 仲嶺　卓 ﾅｶﾐﾈ ﾀｸ 沖縄市 1:09:03447 1334 小橋川　栄立 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｴｲﾘﾂ 名護市 1:09:08448 1543 仲間　友作 ﾅｶﾏ ﾕｳｻｸ 那覇市 1:09:09449 1796 仲宗根　和広 ﾅｶｿﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 名護市 1:09:10450 1081 比嘉　明彦 ﾋｶﾞ ｱｷﾋｺ 浦添市 1:09:11



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子451 1230 佐久川　実 ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 宜野湾市 1:09:14452 1687 宮城　一秀 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 南風原町 1:09:16453 1510 城間　克也 ｼﾛﾏ ｶﾂﾔ 本部町 1:09:17454 1390 山城　敬 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 南城市 1:09:21455 1352 砂辺　光弥 ｽﾅﾍﾞ ﾐﾂﾔ 豊見城市 1:09:26456 1467 古堅　博己 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾋﾛﾐ 那覇市 1:09:27457 1388 荷川取　剛 ﾆｶﾜﾄﾞﾘ ﾂﾖｼ 那覇市 1:09:29458 1076 米須　惟謙 ｺﾒｽ ｲｹﾝ 宜野湾市 1:09:30459 1175 金城　朋也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 北中城村 1:09:32460 1068 平良　繁信 ﾀｲﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 沖縄市 1:09:32461 1370 仲栄真　盛俊 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾄｼ 那覇市 1:09:35462 1355 兼島　恵良 ｶﾈｼﾏ ｹｲﾘｮｳ 豊見城市 1:09:35463 1049 宮城　仁 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾄｼ 沖縄市 1:09:39464 1804 伊波　一輝 ｲﾊ ｶｽﾞｷ うるま市 1:09:39465 1495 三浦　真一 ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 糸満市 1:09:41466 1622 島袋　竜 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳ 沖縄市 1:09:44467 1282 川満　力琉 ｶﾜﾐﾂ ﾘﾙ うるま市 1:09:47468 1789 鬼松　弘幸 ｵﾆﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 宜野湾市 1:09:48469 1609 新城　力 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ うるま市 1:09:51470 1273 花城　博文 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾛﾌﾐ 沖縄市 1:09:53471 1193 城間　俊茂 ｼﾛﾏ ﾄｼｼｹﾞ 北中城村 1:09:53472 1024 市川　勲 ｲﾁｶﾜ ｲｻｵ 沖縄市 1:09:55473 1138 米谷　秀雄 ｺﾒﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ 宜野湾市 1:09:55474 1603 新城　優 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾙ うるま市 1:09:58475 1801 塩浦　浩二 ｼｵｳﾗ ｺｳｼﾞ 西原町 1:10:08476 1170 比嘉　和彦 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ 沖縄市 1:10:19477 1654 小波津　峻 ｺﾊﾂ ﾀｶｼ 金武町 1:10:24478 1711 宜野座　司 ｷﾞﾉｻﾞ ﾂｶｻ 金武町 1:10:25479 1560 山城　康弘 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽﾋﾛ 与那原町 1:10:25480 1078 仲村　悠 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 那覇市 1:10:48481 1581 新垣　隆司 ｼﾝｶﾞｷ ﾀｶｼ 沖縄市 1:10:49482 1181 田場　健三 ﾀﾊﾞ ｹﾝｿﾞｳ うるま市 1:10:53483 1208 比嘉　義隆 ﾋｶﾞ ﾖｼﾀｶ 沖縄市 1:11:03484 1091 瑞慶山　良博 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 1:11:09485 1016 比嘉　清順 ﾋｶﾞ ｾｲｼﾞｭﾝ 北中城村 1:11:09486 1241 島袋　剛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾂﾖｼ 北谷町 1:11:12487 1235 仲山　正聡 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 沖縄市 1:11:13488 1251 屋良　朝洋 ﾔﾗ ﾄﾓﾋﾛ 沖縄市 1:11:13489 1178 嘉数　晃 ｶｶｽﾞ ｱｷﾗ 那覇市 1:11:14490 1270 下地　勝彦 ｼﾓｼﾞ ｶﾂﾋｺ 沖縄市 1:11:17491 1153 竹内　裕二 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 那覇市 1:11:17492 1001 桑江　毅 ｸﾜｴ ﾂﾖｼ 沖縄市 1:11:21493 1143 前川　章博 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾋﾛ 北中城村 1:11:26494 1163 與儀　寿 ﾖｷﾞ ﾋｻｼ 北中城村 1:11:29495 1162 與儀　司 ﾖｷﾞ ﾂｶｻ 北中城村 1:11:29496 1401 又吉　盛一 ﾏﾀﾖｼ ｾｲｲﾁ 読谷村 1:11:29497 1445 金城　浩 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宜野湾市 1:11:29498 1128 下田　靖 ｼﾓﾀﾞ ﾔｽｼ 宜野湾市 1:11:33499 1496 土屋　査大 ﾂﾁﾔ ｻｵﾄ うるま市 1:11:33500 1487 與那覇　政牛 ﾖﾅﾊ ｾｲｷﾞｭｳ 沖縄市 1:11:36



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子501 1520 大城　和盛 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾓﾘ 北谷町 1:11:41502 1089 座間味　卓馬 ｻﾞﾏﾐ ﾀｸﾏ 沖縄市 1:11:49503 1759 横山　周正 ﾖｺﾔﾏ ｶﾈﾏｻ 那覇市 1:11:57504 1115 高宮城　一颯 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ 沖縄市 1:12:04505 1065 高宮城　力 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾘｷ 沖縄市 1:12:04506 1329 平良　孝幸 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 名護市 1:12:05507 1557 屋良　将輝 ﾔﾗ ﾏｻｷ 嘉手納町 1:12:05508 1451 横山　政拓 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 那覇市 1:12:07509 1692 國場　裕希 ｺｸﾊﾞ ﾕｳｷ 沖縄市 1:12:10510 1580 東　長範 ｱｽﾞﾏ ﾅｶﾞﾉﾘ 那覇市 1:12:10511 1421 嘉手苅　晃 ｶﾃﾞｶﾙ ｱｷﾗ 沖縄市 1:12:10512 1527 ﾎﾟｰﾙ ﾊﾞﾐﾚﾝ ﾎﾟｰﾙ ﾊﾞﾐﾚﾝ 那覇市 1:12:18513 1407 友利　陞 ﾄﾓﾘ ﾉﾎﾞﾙ 沖縄市 1:12:20514 1513 金城　剛司 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 那覇市 1:12:22515 1066 知名　繁夫 ﾁﾅ ｼｹﾞｵ 沖縄市 1:12:25516 1192 當山　則雄 ﾄｳﾔﾏ ﾉﾘｵ 宜野湾市 1:12:37517 1136 徳元　睦 ﾄｸﾓﾄ ｱﾂｼ 沖縄市 1:12:41518 1133 大城　孝夫 ｵｵｼﾛ ﾀｶｵ 沖縄市 1:12:48519 1146 石原　昌英 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 浦添市 1:12:50520 1471 柿内　一仁 ｶｷｳﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 那覇市 1:12:55521 1107 新垣　優之信 ｱﾗｶｷ ﾕｳﾉｼﾝ 沖縄市 1:12:58522 1019 仲吉　信勝 ﾅｶﾖｼ ﾉﾌﾞｶﾂ 沖縄市 1:12:59523 1158 泉本　良政 ｲｽﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ うるま市 1:13:06524 1394 竹澤　勉 ﾀｹｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 浦添市 1:13:11525 1532 津波　秀樹 ﾂﾊ ﾋﾃﾞｷ 北中城村 1:13:12526 1582 漢那　憲太 ｶﾝﾅ ｹﾝﾀ 沖縄市 1:13:22527 1625 宮平　浩史 ﾐﾔﾋﾗ ﾋﾛﾌﾐ 宜野湾市 1:13:31528 1826 小西　圭一 ｺﾆｼ ｹｲｲﾁ 那覇市 1:13:33529 1822 桑江　大輔 ｸﾜｴ ﾀﾞｲｽｹ 沖縄市 1:13:42530 1206 平田　克二 ﾋﾗﾀ ｶﾂｼﾞ 沖縄市 1:13:51531 1511 宮川　博作 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛｻｸ 那覇市 1:13:54532 1127 喜友名　功 ｷﾕﾅ ｲｻｵ 沖縄市 1:13:54533 1018 丸山　学 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 沖縄市 1:13:55534 1806 比嘉　大翔 ﾋｶﾞ ﾊﾙﾄ うるま市 1:14:05535 1805 比嘉　隆幸 ﾋｶﾞ ﾀｶﾕｷ うるま市 1:14:05536 1029 又吉　匡 ﾏﾀﾖｼ ﾏｻｼ 浦添市 1:14:10537 1239 濱門　清人 ﾊﾏｼﾞｮｳ ｷﾖﾄ うるま市 1:14:11538 1069 安次富　玲 ｱｼﾄﾐ ﾘｮｳ 沖縄市 1:14:14539 1082 宇良　宗夫 ｳﾗ ﾑﾈｵ うるま市 1:14:16540 1261 仲宗根　正勝 ﾅｶｿﾈ ﾏｻｶﾂ 那覇市 1:14:24541 1718 比嘉　敏之 ﾋｶﾞ ﾄｼﾕｷ 宜野湾市 1:14:32542 1431 小湾　幸悟 ｺﾜﾝ ﾕｷﾉﾘ うるま市 1:14:42543 1094 比嘉　正行 ﾋｶﾞ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 1:14:48544 1755 久場川　洸 ｸﾊﾞｶﾞﾜ ｺｳ 那覇市 1:14:48545 1147 藏當　信光 ｸﾗﾄｳ ﾉﾌﾞﾐﾂ うるま市 1:14:54546 1203 大嶺　英則 ｵｵﾐﾈ うるま市 1:15:02547 1188 田場　正春 ﾀﾊﾞ ﾏｻﾊﾙ うるま市 1:15:11548 1209 當山　哲広 ﾄｳﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ うるま市 1:15:11549 1149 天願　秀敏 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾃﾞﾄｼ うるま市 1:15:15550 1042 前濱　浩二 ﾏｴﾊﾏ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 1:15:16



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子551 1041 湧川　健一 ﾜｸｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 那覇市 1:15:27552 1085 饒平名　崇矢 ﾖﾍﾅ ｼｭｳﾔ 沖縄市 1:15:34553 1086 菅　鯨人 ｽｶﾞ ｹｲﾄ 沖縄市 1:15:35554 1400 安田　重雄 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞｵ 沖縄市 1:15:40555 1784 古堅　一誠 ﾌﾙｹﾞﾝ ｲｯｾｲ 南風原町 1:15:46556 1316 外間　寿 ﾎｶﾏ ﾋｻｼ 八重瀬町 1:15:46557 1013 與那覇　政之 ﾖﾅﾊ ﾏｻﾕｷ 西原町 1:15:48558 1416 上地　邦彦 ｳｴﾁ ｸﾆﾋｺ 読谷村 1:15:50559 1135 新垣　直樹 ｱﾗｶｷ ﾅｵｷ うるま市 1:15:51560 1540 永井　良樹 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｷ 那覇市 1:15:59561 1572 島　宏史 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:15:59562 1357 大城　次郎 ｵｵｼﾛ ｼﾞﾛｳ 那覇市 1:16:00563 1195 辺土名　朝治 ﾍﾝﾄﾅ ﾄﾓﾊﾙ 沖縄市 1:16:03564 1436 Melton Zuela Melton Zuela 浦添市 1:16:03565 1576 都築　一生 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｲｷ 那覇市 1:16:15566 1795 石嶺　真琴 ｲｼﾐﾈ ﾏｺﾄ うるま市 1:16:15567 1002 宮城　博 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:16:16568 1672 我喜屋　壮志 ｶﾞｷﾔ ﾀｹｼ 北谷町 1:16:22569 1430 大城　正 ｵｵｼﾛ ﾀﾀﾞｼ 与那原町 1:16:33570 1221 野原　一輝 ﾉﾊﾗ うるま市 1:16:35571 1803 小浜　泰一 ｺﾊﾏ ﾔｽｶｽﾞ 西原町 1:16:39572 1211 又吉　盛和 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾘｶｽﾞ 北中城村 1:16:42573 1057 島袋　次宏 ｼﾏﾌﾞｸ ﾂｷﾞﾋﾛ 沖縄市 1:16:43574 1237 與那嶺　淳 ﾖﾅﾐﾈ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 1:16:50575 1118 玉城　一輝 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｷ 沖縄市 1:16:54576 1263 平良　真也 ﾀｲﾗ ｼﾝﾔ 那覇市 1:16:54577 1817 吉川　一生 ﾖｼｶﾜ ｲｯｷ 那覇市 1:16:55578 1317 岡田　憲汰 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀ うるま市 1:16:56579 1210 伊波　朋宏 ｲﾊ ﾄﾓﾋﾛ 浦添市 1:17:03580 1272 仲松　髙志 ﾅｶﾏﾂ ﾀｶｼ 沖縄市 1:17:11581 1184 長田　尚司 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 沖縄市 1:17:16582 1417 池原　弘吉 ｲｹﾊﾗ ﾋﾛﾖｼ 読谷村 1:17:21583 1161 比嘉　翔 ﾋｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 北中城村 1:17:22584 1591 宮城　大河 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲｶﾞ 宜野湾市 1:17:23585 1419 玉城　真巡 ﾀﾏｼﾛ ｼﾝｼﾞｭﾝ 嘉手納町 1:17:34586 1376 宜保　安吉 ｷﾞﾎﾞ ｱﾝｷﾁ 那覇市 1:17:34587 1433 比嘉　秀夫 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 中城村 1:17:54588 1587 石川　英紀 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 沖縄市 1:18:05589 1415 城間　壽人 ｼﾛﾏ ﾋｻﾄ 浦添市 1:18:23590 1071 山城　誠春 ﾔﾏｼﾛ ｾｲﾊﾙ 宜野湾市 1:18:32591 1613 宮城　正憲 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 1:18:37592 1652 渡久地　政春 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 本部町 1:18:43593 1545 具志堅　稔 ｸﾞｼｹﾝ ﾐﾉﾙ 沖縄市 1:18:47594 1776 知崎　幸久 ﾁｻｷ ﾕｷﾋｻ 愛知県 1:19:10595 1214 米村　哲 ﾖﾈﾑﾗ ｻﾄｼ 沖縄市 1:19:13596 1757 平山　浩二 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 1:19:14597 1423 大城　盛勇 ｵｵｼﾛ ｾｲﾕｳ 読谷村 1:19:15598 1025 花城　安治 ﾊﾅｼﾛ ﾔｽｼﾞ 嘉手納町 1:19:15599 1007 前原　博則 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ うるま市 1:19:18600 1373 島袋　正俊 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻﾄｼ 読谷村 1:19:19



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子601 1825 真栄平　尚 ﾏｴﾋﾗ ﾀｶｼ 那覇市 1:19:23602 1242 仲宗根　学 ﾅｶｿﾈ ｶﾞｸ うるま市 1:19:37603 1275 仲村　翔太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 沖縄市 1:19:41604 1213 崎浜　勇 ｻｷﾊﾏ ｲｻﾑ 宜野湾市 1:19:45605 1601 小潮川　博樹 ｺｼｵｶﾜ ﾋﾛｷ 沖縄市 1:19:57606 1092 ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｨ ﾏｲｹﾙ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｨ ﾏｲｹﾙ 中城村 1:20:03607 1040 新垣　哲雄 ｱﾗｶｷ ﾃﾂｵ 中城村 1:20:06608 1808 宮里　雅志 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏｻｼ 那覇市 1:20:16609 1070 新垣　宏進 ｱﾗｶｷ ｺｳｼﾝ 沖縄市 1:20:33610 1693 古謝　亮 ｺｼﾞｬ ﾘｮｳ 嘉手納町 1:20:33611 1205 又吉　常幸 ﾏﾀﾖｼ ﾂﾈﾕｷ 読谷村 1:20:42612 1404 知念　紀光 ﾁﾈﾝ ﾉﾘﾐﾂ 浦添市 1:20:48613 1204 喜友名　朝也 ｷﾕﾅ ﾄﾓﾔ 沖縄市 1:20:51614 1519 林　秀 ﾊﾔｼ ﾐﾉﾙ 読谷村 1:20:56615 1810 金城　達二郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂｼﾞﾛｳ 宜野座村 1:20:59616 1347 友寄　英雄 ﾄﾓﾖｾ ﾋﾃﾞｵ 那覇市 1:21:05617 1763 津田　朝春 ﾂﾀﾞ ﾁｮｳｼｭﾝ 那覇市 1:21:06618 1391 崎村　正清 ｻｷﾑﾗ ﾏｻｷﾖ 浦添市 1:21:07619 1469 多和田　智 ﾀﾜﾀ ｻﾄｼ 中城村 1:21:11620 1232 山城　友之 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾓﾕｷ 宜野湾市 1:21:19621 1339 伊佐　英男 ｲｻ ﾋﾃﾞｵ 嘉手納町 1:21:21622 1534 山下　寛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:21:24623 1745 山下　統也 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾔ 沖縄市 1:21:24624 1412 大城　潔 ｵｵｼﾛ ｷﾖｼ 豊見城市 1:21:28625 1011 渡嘉敷　英治 ﾄｶｼｷ ｴｲｼﾞ 読谷村 1:21:35626 1108 西本　昊生 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｷ 沖縄市 1:21:38627 1131 照屋　寛樹 ﾃﾙﾔ ﾋﾛｷ 宜野湾市 1:21:40628 1814 大城　富達 ｵｵｼﾛ ﾄﾐﾀﾂ 糸満市 1:21:43629 1245 比嘉　哲也 ﾋｶﾞ ﾃﾂﾔ 中城村 1:21:58630 1368 平良　利雄 ﾀｲﾗ ﾄｼｵ 那覇市 1:22:01631 1490 津嘉山　朝洋 ﾂｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 八重瀬町 1:22:06632 1307 仲筋　悠磨 ﾅｶｽｼﾞ ﾕｳﾏ 沖縄市 1:22:09633 1228 仲筋　昌樹 ﾅｶｽｼﾞ ﾏｻｷ 沖縄市 1:22:09634 1271 渡慶次　明男 ﾄｹｼ ｱｹｵ 那覇市 1:22:15635 1507 吉田　貴範 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 沖縄市 1:22:22636 1058 藤田　悟司 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 宜野湾市 1:22:24637 1824 新崎　光平 ｱﾗｻｷ ｺｳﾍｲ うるま市 1:22:28638 1219 石川　和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市 1:22:29639 1634 具志堅　智泰 ｸﾞｼｹﾝ ﾄﾓﾔｽ 沖縄市 1:22:30640 1450 和田　重久 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾋｻ うるま市 1:22:30641 1257 山城　直也 ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾔ うるま市 1:22:32642 1010 仲村　正三 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 沖縄市 1:22:32643 1256 喜納　常二 ｷﾅ ｼﾞｮｳｼﾞ 沖縄市 1:22:40644 1754 石橋　雅彦 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋｺ 北中城村 1:22:51645 1063 伊良部　貴博 ｲﾗﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 沖縄市 1:23:03646 1506 宮城　博之 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 南城市 1:23:16647 1123 山田　晋 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 沖縄市 1:23:39648 1676 武藤　徹太郎 ﾑﾄｳ ﾃﾂﾀﾛｳ 那覇市 1:23:41649 1631 佐藤　伸哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 那覇市 1:23:41650 1103 澤田　文太 ｻﾜﾀﾞ ﾌﾞﾝﾀ 沖縄市 1:23:44



順位順位順位順位 ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo.ゼッケンNo. 氏名氏名氏名氏名 カナカナカナカナ 市町村市町村市町村市町村 タイムタイムタイムタイム10km　男子10km　男子10km　男子10km　男子651 1558 松元　剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 嘉手納町 1:23:46652 1480 与那覇　一徳 ﾖﾅﾊ ｶｽﾞﾉﾘ 豊見城市 1:23:56653 1182 久高　聡 ｸﾀﾞｶ ｻﾄｼ 浦添市 1:23:58654 1819 柳瀬　弘 ﾔﾅｾ ﾋﾛｼ 福岡県 1:23:58655 1536 仲村　和 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞ 沖縄市 1:24:14656 1093 島野　一文 ｼﾏﾉ ｶｽﾞﾌﾐ 沖縄市 1:24:17657 1121 渡具知　武智 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾓ 那覇市 1:24:35658 1750 金城　徹平 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 沖縄市 1:24:35659 1752 金城　遼平 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾍｲ 沖縄市 1:24:39660 1595 金城　正樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 沖縄市 1:24:41661 1629 金城　英樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ 南城市 1:25:08662 1119 小禄　将貴 ｵﾛｸ ﾏｻｷ 宮古島市 1:25:23663 1618 宮城　誠 ﾐﾔｷﾞ ﾏｺﾄ 浦添市 1:25:28664 1679 佐久本　尚幸 ｻｸﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 沖縄市 1:25:39665 1197 佐原　光太 ｻﾊﾗ ｺｳﾀ 那覇市 1:25:39666 1515 城間　崇 ｼﾛﾏ ﾀｶｼ 南風原町 1:25:47667 1330 宮里　操 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾐｻｵ 名護市 1:26:06668 1124 比嘉　英永 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞﾋｻ 沖縄市 1:26:07669 1293 宮里　仁綺 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾖｼｷ うるま市 1:26:10670 1351 當間　嗣朝 ﾄｳﾏ ｼﾁｮｳ 南城市 1:26:10671 1190 杉本　博 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 中城村 1:26:12672 1291 横田　健人 ﾖｺﾀ ｹﾝﾄ うるま市 1:26:12673 1160 比嘉　恒彦 ﾋｶﾞ ﾂﾈﾋｺ 北中城村 1:26:14674 1033 稲福　宏武 ｲﾅﾌｸ ﾋﾛﾀｹ 沖縄市 1:26:15675 1379 上地　正 ｳｴﾁ ﾀﾀﾞｼ 読谷村 1:26:28676 1125 上運天　優一 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾕｳｲﾁ 沖縄市 1:26:34677 1116 新川　正史 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 沖縄市 1:26:57678 1823 石川　道 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 北谷町 1:26:59679 1196 新膳　泉雄 ｼﾝｾﾞﾝ ﾓﾄｵ うるま市 1:27:08680 1295 仲村　陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 沖縄市 1:27:20681 1299 石川　凌大 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 恩納村 1:27:20682 1074 花城　翔 ﾊﾅｼﾛ ｼｮｳ 沖縄市 1:27:38683 1747 瑞慶山　未來斗 ｽﾞｹﾔﾏ ﾐｸﾄ 恩納村 1:28:12684 1072 幸喜　裕哉 ｺｳｷ ﾕｳﾔ 沖縄市 1:28:41685 1075 比嘉　俊也 ﾋｶﾞ ﾄｼﾔ うるま市 1:28:44686 1174 外間　尚 ﾎｶﾏ ﾅｵｼ うるま市 1:28:55687 1028 盛根　卓哉 ﾓﾘﾈ ﾀｸﾔ 沖縄市 1:29:44


