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1 1325 蔵本 康孝 ｸﾗﾓﾄ 大阪府 8:22:40

2 1180 中瀬 正彦 ﾅｶｾ ﾏｻﾋｺ 兵庫県 8:49:26

3 1376 尾形 鉄郎 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ 香川県 8:50:17

4 1372 甲藤 賀久 ｶｯﾄｳ ﾉﾘﾋｻ 大阪府 9:09:56

5 1120 早坂 研 ﾊﾔｻｶ ｹﾝ 那覇市 9:13:00

6 1068 羽野 明百 ﾊﾉ ｱｷｵ 香川県 9:17:11

7 1318 青山 達郎 ｱｵﾔﾏ 東京都 9:23:19

8 1302 向江 司 ﾑｶｴ ﾂｶｻ 那覇市 9:28:13

9 1132 竹村 爾朗 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 名護市 9:43:31

10 1062 小浜 直哉 ｺﾊﾏ ﾅｵﾔ 宜野座村 9:45:00

11 1055 沖山健司 ｵｷﾔﾏｹﾝｼﾞ 東京都 9:52:07

12 1152 前田 春城 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 豊見城市 10:04:58

13 1371 Miranda Joao Miranda Joao 名護市 10:11:42

14 1004 売豆紀  雅昭 ﾒｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 山口県 10:18:06

15 1173 齋藤 邦彦 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋｺ 那覇市 10:19:17

16 1049 宮崎 貞信 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 茨城県 10:34:16

17 1048 北本 大 ｷﾀﾓﾄ ﾀﾞｲ 茨城県 10:38:59

18 1340 瑞慶山 良尚 ｽﾞｹﾔﾏ 浦添市 10:44:23

19 1380 山田 勉 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 10:53:01

20 1096 熱田 光次 ｱｯﾀ ﾐﾂｼﾞ 那覇市 10:55:01

21 1089 水見 拓磨 ﾐｽﾞﾐ ﾀｸﾏ 那覇市 10:57:38

22 1208 五十嵐 一也 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾔ 新潟県 10:58:05

23 1317 呉屋 昌巳 ｺﾞﾔ 中城村 10:59:03

24 1076 前田 敏秀 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 滋賀県 11:00:18

25 1084 松尾 隆雄 ﾏﾂｵ ﾀｶｵ 沖縄市 11:01:02

26 1077 鬼頭 日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 11:07:07

27 1045 奥村 晴彦 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 東京都 11:07:58

28 1293 杉山 武彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 福岡県 11:09:26

29 1356 二木 明彦 ﾌﾀｷ ｱｷﾋｺ 東京都 11:15:03

30 1067 田雑 雅広 ﾀｿﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 長崎県 11:15:25

31 1237 粟野 寿明 ｱﾜﾉ ﾄｼｱｷ 大阪府 11:23:38

32 1315 糸数 直貴 ｲﾄｶｽﾞ ﾅｵｷ うるま市 11:24:17

33 1094 鄭 真 ﾁﾞｫﾝ ﾁﾞｪﾝ 香港 11:26:44

34 1054 三原 隆 ﾐﾊﾗ ﾀｶｼ 愛媛県 11:30:30

35 1297 石附 大和 ｲｼﾂﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 11:30:30

36 1300 杉山 修 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾑ 東京都 11:30:54

37 1253 梯 栄志 ｶｹﾊｼ ﾋｻｼ 徳島県 11:31:46

38 1329 渡邉 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ 中城村 11:31:58

39 1061 石原 正一 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 那覇市 11:32:23

40 1296 吉岡 聖晃 ﾖｼｵｶ ﾏｻｱｷ 那覇市 11:35:23

41 1359 比嘉 康雄 ﾋｶﾞ ﾔｽｵ 読谷村 11:35:47

42 1217 山田 真大朗 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉県 11:38:36

43 1014 十河 洋一 ｿｺﾞｳ ﾖｳｲﾁ 愛媛県 11:43:27

44 1287 岩元 大輔 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 11:43:53

45 1285 米谷 繁夫 ﾖﾈﾔ ｼｹﾞｵ 北海道 11:44:35

46 1290 忠木 淳 ﾀﾀﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 11:45:12

47 1166 池原 美智也 ｲｹﾊﾗ ﾐﾁﾔ 那覇市 11:48:26

48 1368 蘇 華漢 ｿ ﾊﾙﾅﾗ 香港 11:50:18

49 1324 大兼 章照 ｵｵｶﾈ 名護市 11:53:06

50 1284 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 広島県 11:53:23



 １００ｋｍ　男子
順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村/都道府県 記録

51 1122 岩上 隆介 ｲﾜｶﾞﾐ ﾘｭｳｽｹ 群馬県 11:54:53

52 1179 﨑山 純 ｻｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 糸満市 12:04:56

53 1333 金城 満 ｷﾝｼﾞｮｳ 那覇市 12:06:50

54 1154 安部 英一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 愛知県 12:07:58

55 1181 Brown Gregory ﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 沖縄市 12:08:58

56 1057 和田 保 ﾜﾀﾞ ﾀﾓﾂ 福岡県 12:12:22

57 1130 岩佐 重利 ｲﾜｻ ｼｹﾞﾄｼ 糸満市 12:13:15

58 1046 白戸 進 ｼﾗﾄ ｽｽﾑ 神奈川県 12:14:02

59 1245 小倉 佑介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ 東京都 12:16:43

60 1207 白井 優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 12:17:49

61 1033 新垣 保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 名護市 12:19:16

62 1319 甲斐 勝美 ｶｲ 千葉県 12:19:32

63 1355 末松 利一 ｽｴﾏﾂ ﾄｼｶｽﾞ 福井県 12:20:20

64 1366 陳 偉民 ｵｰﾙﾄﾞ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ 香港 12:22:06

65 1447 仲榮眞　盛一 ﾅｶｴﾏ ｾｲｲﾁ 名護市 12:24:12

66 1129 竹花 春樹 ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｷ 東京都 12:24:58

67 1071 高木 賢吾 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ 那覇市 12:25:27

68 1362 栗崎 豊三 ｸﾘｻﾞｷ ﾄﾖｿﾞｳ 浦添市 12:26:29

69 1240 乕田 佳則 ﾄﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島県 12:28:25

70 1213 麻崎 雄太 ﾏｻｷ ﾕｳﾀ 佐賀県 12:28:49

71 1339 結城 康平 ﾕｳｷ 千葉県 12:29:23

72 1081 伊藤 博行 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 広島県 12:30:46

73 1314 益谷 健 ﾏｽﾀﾆ ｹﾝ 静岡県 12:31:28

74 1189 甲斐 義隆 ｶｲ ﾖｼﾀｶ 豊見城市 12:36:14

75 1301 金城 清盛 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾖﾓﾘ 浦添市 12:38:12

76 1298 稲嶺 充毅 ｲﾅﾐﾈ ﾐﾂﾀｶ 読谷村 12:38:39

77 1183 喜納 隆 ｷﾅ ﾀｶｼ 与那原町 12:39:35

78 1364 齋藤 和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 12:41:26

79 1282 高畠 豊 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 徳島県 12:44:19

80 1085 菅本 潔 ｽｶﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 東京都 12:46:01

81 1361 池原 盛弘 ｲｹﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市 12:47:34

82 1259 橋本 昌史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 奈良県 12:48:52

83 1236 濵本 将輝 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 大阪府 12:49:29

84 1242 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ 宮城県 12:50:59

85 1030 小柳 明久 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾋｻ 長崎県 12:51:55

86 1251 南場 英敏 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 鳥取県 12:53:41

87 1354 矢田 照貴 ﾔﾀﾞ ﾃﾙﾀｶ 東京都 12:58:00

88 1305 石原 正仁 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 大阪府 13:07:58

89 1029 平賀 貴人 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶﾄ 愛知県 13:07:58

90 1275 柳原 貴 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 千葉県 13:10:54

91 1109 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 那覇市 13:10:54

92 1044 荻山 純一 ｵｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市 13:11:02

93 1172 DEH KOMI ﾃﾞｰｲｰｴｲﾁ ｺﾐ 読谷村 13:11:32

94 1294 村田 修一 ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁ 那覇市 13:12:10

95 1247 小島 禎久 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 13:12:13

96 1387 宜寿次 政文 ｷﾞｽｼﾞ 名護市 13:12:47

97 1011 洲鎌 敏之 ｽｶﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 浦添市 13:15:40

98 1134 保久村 旭克 ﾎｸﾑﾗ ｱｷﾖｼ 那覇市 13:15:47

99 1289 古磯 真弥 ｺｲｿ ﾏｻﾔ 東京都 13:16:12

100 1248 高安 富男 ﾀｶﾔｽ ﾄﾐｵ 香川県 13:16:15
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101 1070 武田 真 ﾀｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 西原町 13:16:39

102 1125 坪内 隆史 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｼ 宜野湾市 13:16:45

103 1103 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 13:17:10

104 1082 佐藤 勝彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 那覇市 13:17:48

105 1187 村田 瞬一郎 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 那覇市 13:17:54

106 1162 藤吉 賢太郎 ﾌｼﾞﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 13:17:54

107 1231 王 隆基 ｵｳ ﾀｶｷ 兵庫県 13:17:59

108 1334 渡慶次 雅人 ﾄｹｼ 沖縄市 13:19:00

109 1238 岡 悦弘 ｵｶ ﾖｼﾋﾛ 大阪府 13:19:17

110 1106 奥野 耕司 ｵｸﾉ ｺｳｼﾞ 北谷町 13:19:51

111 1226 眞嶌 建 ﾏｼﾞﾏ ﾀﾂﾙ 千葉県 13:22:25

112 1375 ? 沛堂 ｲｴﾛｰ ﾍﾟｲﾄﾝ タイ 13:23:15

113 1161 Gallagher Patrick Gallagher Patrick 北中城村 13:26:28

114 1124 稲嶺 和彦 ｲﾅﾐﾈ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 13:27:17

115 1013 屋嘉比 柴昭 ﾔｶﾋﾞ ｻｲｼｮｳ 那覇市 13:27:58

116 1027 山田 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 三重県 13:28:08

117 1031 金城 毅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 名護市 13:28:36

118 1185 高村 圭太郎 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 那覇市 13:29:38

119 1260 中野 勇人 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 高知県 13:29:59

120 1024 田村 伊知彦 ﾀﾑﾗ ｲﾁﾋｺ 大阪府 13:30:14

121 1035 鈴木 正彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 愛知県 13:30:18

122 1200 小橋 芳紀 ｺﾊｼ ﾖｼｷ 福岡県 13:30:34

123 1066 座間味 弘樹 ｻﾞﾏﾐ ﾋﾛｷ うるま市 13:31:34

124 1374 大山 博丈 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｹ 那覇市 13:31:50

125 1023 福田 憲二 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 13:34:47

126 1256 金村 哲也 ｶﾅﾑﾗ ﾃﾂﾔ 石川県 13:34:58

127 1060 末吉 衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ うるま市 13:35:26

128 1265 浜地 進吾 ﾊﾏﾁ ｼﾝｺﾞ 福岡県 13:35:43

129 1345 照屋 秀司 ﾃﾙﾔ 名護市 13:36:58

130 1017 糸数 仁 ｲﾄｶｽﾞ ﾋﾄｼ 那覇市 13:37:17

131 1006 岡本 勝久 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋｻ 北海道 13:37:25

132 1199 太田 雄介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 那覇市 13:37:45

133 1121 長田 博文 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 八重瀬町 13:38:03

134 1327 浅野 徹 ｱｻﾉ 岐阜県 13:38:14

135 1351 久田 友弘 ｸﾀﾞ 今帰仁村 13:39:01

136 1169 備瀬 大介 ﾋﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ 名護市 13:39:34

137 1291 菊池 伸明 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 13:41:39

138 1228 城尾 翔 ｼﾞｮｳｵ ｶｹﾙ 大阪府 13:42:56

139 1292 梶原 務 ｶｼﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 高知県 13:42:56

140 1321 比嘉 正次 ﾋｶﾞ 沖縄市 13:43:53

141 1003 杉村 公正 ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ 青森県 13:44:24

142 1193 足立 陽一朗 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ 那覇市 13:45:14

143 1182 小野寺 貴哉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾔ 那覇市 13:47:25

144 1331 天久 宏幸 ｱﾒｸ 沖縄市 13:48:40

145 1043 岡留 和孝 ｵｶﾄﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ 大阪府 13:49:05

146 1164 呉屋 政亮 ｺﾞﾔ ﾏｻｱｷ 浦添市 13:50:49

147 1308 石本 たけお ｲｼﾓﾄ ﾀｹｵ 京都府 13:53:20

148 1026 井上 弘一 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 13:53:24

149 1146 Hindman Jeremiah 北谷町 13:53:43

150 1365 李 偉亮 ﾌﾟﾗﾑ ﾌﾞﾗｲﾄ 香港 13:55:07



 １００ｋｍ　男子
順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村/都道府県 記録

151 1058 福里 芳雄 ﾌｸｻﾄ ﾖｼｵ 糸満市 13:55:19

152 1384 川村 幸弘 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 13:55:39

153 1002 笠間 邦夫 ｶｻﾏ ｸﾆｵ 奈良県 13:59:58

154 1102 越村 浩一 ｺｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 奈良県 14:01:13

155 1190 古田 浩章 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 糸満市 14:03:17

156 1218 吉高 一輝 ﾖｼﾀｶ ｶｽﾞｷ 京都府 14:04:04

157 1065 上田 剛 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 14:04:25

158 1021 山下 信秀 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 読谷村 14:05:11

159 1279 比嘉 亮晴 ﾋｶﾞ ｶﾂﾊﾙ 豊見城市 14:06:57

160 1295 小嶋 利彦 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 14:07:08

161 1188 永田 直大 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 豊見城市 14:07:30

162 1091 玉城 亮 ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 浦添市 14:07:37

163 1019 高橋 久雄 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｵ 千葉県 14:08:05

164 1286 永嶋 泉 ﾅｶﾞｼﾏ ｲｽﾞﾐ 東京都 14:08:05

165 1221 玉城 拡人 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛﾄ 浦添市 14:08:13

166 1273 小口 伸 ｵｸﾞﾁ ｼﾝ 東京都 14:08:15

167 1165 伊藤 孝夫 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 14:08:28

168 1222 一戸 秀太 ｲﾁﾉﾍ ｼｭｳﾀ 埼玉県 14:10:02

169 1311 山中 悠平 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾍｲ 豊見城市 14:13:04

170 1012 品川 洋一 ｼﾅｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 群馬県 14:13:16

171 1257 鈴木 宏政 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県 14:13:27

172 1160 宮城 康幸 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽﾕｷ 沖縄市 14:13:36

173 1369 服部 潤 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 14:14:18

174 1309 田所 昭吾 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳｺﾞ 宜野湾市 14:14:57

175 1074 斉藤 健治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ うるま市 14:15:18

176 1198 末續 耕平 ｽｴﾂｸﾞ ｺｳﾍｲ 南風原町 14:16:07

177 1149 奥野 道明 ｵｸﾉ ﾐﾁｱｷ 長野県 14:16:14

178 1330 玉城 繁典 ﾀﾏｷ 北中城村 14:17:05

179 1117 鉢嶺 景太 ﾊﾁﾐﾈ ｹｲﾀ 八重瀬町 14:17:06

180 1219 菅 圭吾 ｽｶﾞ ｹｲｺﾞ 那覇市 14:19:37

181 1267 武笠 文則 ﾑｶｻ ﾌﾐﾉﾘ 神奈川県 14:21:03

182 1042 山本 泰伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ 東京都 14:21:13

183 1303 榎本 豊 ｴﾉﾓﾄ ﾕﾀｶ 東京都 14:21:15

184 1005 山崎 修 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ 埼玉県 14:21:24

185 1320 木下 英輔 ｷﾉｼﾀ 東京都 14:22:01

186 1151 新川 誠 ｱﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 沖縄市 14:22:09

187 1243 清水 由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 新潟県 14:22:41

188 1326 上地 修 ｳｴﾁ 那覇市 14:23:12

189 1373 池原 克弥 ｲｹﾊﾗ ｶﾂﾔ 嘉手納町 14:23:19

190 1142 前田 哲 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 宮古島市 14:24:13

191 1363 竹田 伸之 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 那覇市 14:24:52

192 1131 倉重 大輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 14:30:31

193 1220 濱田 裕司 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 14:31:04

194 1186 新垣 善史 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾌﾐ 南城市 14:31:39

195 1233 長田 拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 那覇市 14:32:39

196 1230 比嘉 栄光 ﾋｶﾞ ｴｲｺｳ 那覇市 14:32:44

197 1313 豊田 哲郎 ﾄﾖﾀﾞ ﾃﾂｵ 東京都 14:32:49

198 1268 下東 篤志 ｼﾓﾋｶﾞｼ ｱﾂｼ 那覇市 14:32:54

199 1107 山城 博康 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾔｽ うるま市 14:33:55

200 1278 岸本 正志 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 名護市 14:34:33



 １００ｋｍ　男子
順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村/都道府県 記録

201 1246 斉藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 千葉県 14:38:19

202 1069 富高 義夫 ﾄﾐﾀｶ ﾖｼｵ 福岡県 14:38:54

203 1176 下地 恵太 ｼﾓｼﾞ ｹｲﾀ 浦添市 14:39:01

204 1266 岩崎 剛一郎 ｲﾜｻｷ ｺﾞｳｲﾁﾛｳ 那覇市 14:39:12

205 1150 安慶名 佑 ｱｹﾞﾅ ﾕｳ 那覇市 14:39:49

206 1163 宇良 雅 ｳﾗ ﾏｻｼ 糸満市 14:40:18

207 1299 服部 和彦 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府 14:40:52

208 1344 三藤 福治 ﾐﾄｳ 兵庫県 14:41:13

209 1276 馬久地 延幸 ﾒｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 広島県 14:41:36

210 1008 沖村 博道 ｵｷﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ 兵庫県 14:41:48

211 1322 加藤 元太 ｶﾄｳ 福岡県 14:41:48

212 1209 山城 恵作 ﾔﾏｼﾛ ｹｲｻｸ うるま市 14:41:57

213 1114 比嘉 武哉 ﾋｶﾞ ﾀｹﾔ 北中城村 14:42:17

214 1075 鵜口 英樹 ｳｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 14:43:31

215 1007 高村 信博 ﾀｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 14:43:44

216 1346 安里 邦夫 ｱｻﾄ ｹﾝｲﾁ 南城市 14:44:02

217 1224 藤内 誠也 ﾄｳﾅｲ ﾏｻﾔ 那覇市 14:45:15

218 1271 仲村 崇 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 読谷村 14:45:38

219 1370 梁 鎮邦 ｶﾞｰﾀﾞｰ ﾀｳﾝ 香港 14:45:51

220 1244 中木 幸一 ﾅｶｷ ｺｳｲﾁ 千葉県 14:46:43

221 1105 藤原 柱 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊｼﾗ 豊見城市 14:47:13

222 1241 森田 敏 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 千葉県 14:47:31

223 1127 伊志嶺 剛一 ｲｼﾐﾈ ｺﾞｳｲﾁ 那覇市 14:47:42

224 1080 鴇田 卓 ﾄｷﾀ ﾀｶｼ 千葉県 14:47:47

225 1204 知名 朝飛 ﾁﾅ ｱｻﾋ 中城村 14:48:25

226 1010 備瀬 幸一 ﾋﾞｾ ｺｳｲﾁ 本部町 14:48:34

227 1028 有元 俊夫 ｱﾘﾓﾄ ﾄｼｵ 北谷町 14:48:52

228 1367 道下 聡 ﾐﾁｼﾀ ｻﾄｼ 宜野湾市 14:49:19

229 1304 川畑 允美智 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾐﾁ 那覇市 14:49:51

230 1126 Webb Jessie Webb Jessie 金武町 14:50:46

231 1341 饒波 正一 ﾉﾊ 本部町 14:51:04

232 1140 Peterson Darryl 金武町 14:51:06

233 1382 新垣 築 ｱﾗｶｷ ｷｽﾞｸ 那覇市 14:51:07

234 1192 松野 恭士 ﾏﾂﾉ ﾀｶｼ 大阪府 14:51:17

235 1210 小林 和馬 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 栃木県 14:52:06

236 1206 大谷 剛史 ｵｵﾔ ﾀｹｼ 大阪府 14:52:07

237 1229 森本 功樹 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ 京都府 14:52:19

238 1073 鏡 澄夫 ｶｶﾞﾐ ｽﾐｵ 群馬県 14:53:09

239 1086 麻木 浩司 ｱｻｷﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 14:53:14

240 1272 高橋 菊正 ﾀｶﾊｼ ｷｸﾏｻ 東京都 14:54:08

241 1336 太田 和光 ｵｵﾀ 埼玉県 14:55:05

242 1337 太田 和直 ｵｵﾀ 埼玉県 14:55:05

243 1092 島袋 善樹 ｼﾏﾌﾞｸ ﾖｼｷ 宜野湾市 14:55:15

244 1347 島袋 有太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ 那覇市 14:55:17

245 1104 沓澤 昭仁 ｸﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 南風原町 14:55:23

246 1064 津嘉山 朝洋 ﾂｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 東風平町 14:55:32

247 1037 郡 哲生 ｺｵﾘ ﾃﾂｵ 千葉県 14:55:43

248 1225 武井 豪 ﾀｹｲ ﾂﾖｼ 千葉県 14:55:49

249 1040 今井 敬 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 北海道 14:56:07

250 1148 大城 正一郎 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 那覇市 14:57:43
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251 1153 奥浜 隼 ｵｸﾊﾏ ﾊﾔﾄ 浦添市 14:57:53


