
第2回 NAGOURAマラソン 2016/3/6順 氏名 カナ 市町 記録ゼッケン100km男子　県内1 1120 早坂 研 ﾊﾔｻｶ ｹﾝ 那覇市 09:13:002 1302 向江 司 ﾑｶｴ ﾂｶｻ 那覇市 09:28:133 1132 竹村 爾朗 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 名護市 09:43:314 1062 小浜 直哉 ｺﾊﾏ ﾅｵﾔ 宜野座村 09:45:005 1152 前田 春城 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 豊見城市 10:04:586 1371 Miranda Joao Miranda Joao 名護市 10:11:427 1173 齋藤 邦彦 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾋｺ 那覇市 10:19:178 1340 瑞慶山 良尚 ｽﾞｹﾔﾏ 浦添市 10:44:239 1096 熱田 光次 ｱｯﾀ ﾐﾂｼﾞ 那覇市 10:55:0110 1089 水見 拓磨 ﾐｽﾞﾐ ﾀｸﾏ 那覇市 10:57:3811 1317 呉屋 昌巳 ｺﾞﾔ 中城村 10:59:0312 1084 松尾 隆雄 ﾏﾂｵ ﾀｶｵ 沖縄市 11:01:0213 1315 糸数 直貴 ｲﾄｶｽﾞ ﾅｵｷ うるま市 11:24:1714 1329 渡邉 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ 中城村 11:31:5815 1061 石原 正一 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 那覇市 11:32:2316 1296 吉岡 聖晃 ﾖｼｵｶ ﾏｻｱｷ 那覇市 11:35:2317 1359 比嘉 康雄 ﾋｶﾞ ﾔｽｵ 読谷村 11:35:4718 1287 岩元 大輔 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 11:43:5319 1166 池原 美智也 ｲｹﾊﾗ ﾐﾁﾔ 那覇市 11:48:2620 1324 大兼 章照 ｵｵｶﾈ 名護市 11:53:0621 1179 﨑山 純 ｻｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 糸満市 12:04:5622 1333 金城 満 ｷﾝｼﾞｮｳ 那覇市 12:06:5023 1181 Brown Gregory ﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 沖縄市 12:08:5824 1130 岩佐 重利 ｲﾜｻ ｼｹﾞﾄｼ 糸満市 12:13:1525 1207 白井 優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 12:17:4926 1033 新垣 保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 名護市 12:19:1627 1447 仲榮眞　盛一 ﾅｶｴﾏ ｾｲｲﾁ 名護市 12:24:1228 1071 高木 賢吾 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ 那覇市 12:25:2729 1362 栗崎 豊三 ｸﾘｻﾞｷ ﾄﾖｿﾞｳ 浦添市 12:26:2930 1189 甲斐 義隆 ｶｲ ﾖｼﾀｶ 豊見城市 12:36:1431 1301 金城 清盛 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾖﾓﾘ 浦添市 12:38:1232 1298 稲嶺 充毅 ｲﾅﾐﾈ ﾐﾂﾀｶ 読谷村 12:38:3933 1183 喜納 隆 ｷﾅ ﾀｶｼ 与那原町 12:39:3534 1361 池原 盛弘 ｲｹﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市 12:47:3435 1109 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 那覇市 13:10:5436 1044 荻山 純一 ｵｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市 13:11:0237 1172 DEH KOMI ﾃﾞｰｲｰｴｲﾁ ｺﾐ 読谷村 13:11:3238 1294 村田 修一 ﾑﾗﾀ ｼｭｳｲﾁ 那覇市 13:12:1039 1387 宜寿次 政文 ｷﾞｽｼﾞ 名護市 13:12:4740 1011 洲鎌 敏之 ｽｶﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 浦添市 13:15:4041 1134 保久村 旭克 ﾎｸﾑﾗ ｱｷﾖｼ 那覇市 13:15:4742 1070 武田 真 ﾀｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 西原町 13:16:3943 1125 坪内 隆史 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｼ 宜野湾市 13:16:4544 1103 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 13:17:1045 1082 佐藤 勝彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 那覇市 13:17:4846 1187 村田 瞬一郎 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 那覇市 13:17:5447 1162 藤吉 賢太郎 ﾌｼﾞﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 13:17:5448 1334 渡慶次 雅人 ﾄｹｼ 沖縄市 13:19:0049 1106 奥野 耕司 ｵｸﾉ ｺｳｼﾞ 北谷町 13:19:5150 1161 Gallagher Patrick Gallagher Patrick 北中城村 13:26:282016年3月6日 1/3 ページTimed by　アイサム



第2回 NAGOURAマラソン 2016/3/6順 氏名 カナ 市町 記録ゼッケン100km男子　県内51 1124 稲嶺 和彦 ｲﾅﾐﾈ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 13:27:1752 1013 屋嘉比 柴昭 ﾔｶﾋﾞ ｻｲｼｮｳ 那覇市 13:27:5853 1031 金城 毅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 名護市 13:28:3654 1185 高村 圭太郎 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 那覇市 13:29:3855 1066 座間味 弘樹 ｻﾞﾏﾐ ﾋﾛｷ うるま市 13:31:3456 1374 大山 博丈 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾀｹ 那覇市 13:31:5057 1060 末吉 衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ うるま市 13:35:2658 1345 照屋 秀司 ﾃﾙﾔ 名護市 13:36:5859 1017 糸数 仁 ｲﾄｶｽﾞ ﾋﾄｼ 那覇市 13:37:1760 1199 太田 雄介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 那覇市 13:37:4561 1121 長田 博文 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 八重瀬町 13:38:0362 1351 久田 友弘 ｸﾀﾞ 今帰仁村 13:39:0163 1169 備瀬 大介 ﾋﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ 名護市 13:39:3464 1321 比嘉 正次 ﾋｶﾞ 沖縄市 13:43:5365 1193 足立 陽一朗 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ 那覇市 13:45:1466 1182 小野寺 貴哉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾔ 那覇市 13:47:2567 1331 天久 宏幸 ｱﾒｸ 沖縄市 13:48:4068 1164 呉屋 政亮 ｺﾞﾔ ﾏｻｱｷ 浦添市 13:50:4969 1146 Hindman Jeremiah 北谷町 13:53:4370 1058 福里 芳雄 ﾌｸｻﾄ ﾖｼｵ 糸満市 13:55:1971 1190 古田 浩章 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 糸満市 14:03:1772 1021 山下 信秀 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 読谷村 14:05:1173 1279 比嘉 亮晴 ﾋｶﾞ ｶﾂﾊﾙ 豊見城市 14:06:5774 1188 永田 直大 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 豊見城市 14:07:3075 1091 玉城 亮 ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 浦添市 14:07:3776 1221 玉城 拡人 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛﾄ 浦添市 14:08:1377 1311 山中 悠平 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾍｲ 豊見城市 14:13:0478 1160 宮城 康幸 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽﾕｷ 沖縄市 14:13:3679 1309 田所 昭吾 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳｺﾞ 宜野湾市 14:14:5780 1074 斉藤 健治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ うるま市 14:15:1881 1198 末續 耕平 ｽｴﾂｸﾞ ｺｳﾍｲ 南風原町 14:16:0782 1330 玉城 繁典 ﾀﾏｷ 北中城村 14:17:0583 1117 鉢嶺 景太 ﾊﾁﾐﾈ ｹｲﾀ 八重瀬町 14:17:0684 1219 菅 圭吾 ｽｶﾞ ｹｲｺﾞ 那覇市 14:19:3785 1151 新川 誠 ｱﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 沖縄市 14:22:0986 1326 上地 修 ｳｴﾁ 那覇市 14:23:1287 1373 池原 克弥 ｲｹﾊﾗ ｶﾂﾔ 嘉手納町 14:23:1988 1142 前田 哲 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 宮古島市 14:24:1389 1363 竹田 伸之 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 那覇市 14:24:5290 1131 倉重 大輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 14:30:3191 1186 新垣 善史 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾌﾐ 南城市 14:31:3992 1233 長田 拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 那覇市 14:32:3993 1230 比嘉 栄光 ﾋｶﾞ ｴｲｺｳ 那覇市 14:32:4494 1268 下東 篤志 ｼﾓﾋｶﾞｼ ｱﾂｼ 那覇市 14:32:5495 1107 山城 博康 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾔｽ うるま市 14:33:5596 1278 岸本 正志 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 名護市 14:34:3397 1176 下地 恵太 ｼﾓｼﾞ ｹｲﾀ 浦添市 14:39:0198 1266 岩崎 剛一郎 ｲﾜｻｷ ｺﾞｳｲﾁﾛｳ 那覇市 14:39:1299 1150 安慶名 佑 ｱｹﾞﾅ ﾕｳ 那覇市 14:39:49100 1163 宇良 雅 ｳﾗ ﾏｻｼ 糸満市 14:40:182016年3月6日 2/3 ページTimed by　アイサム



第2回 NAGOURAマラソン 2016/3/6順 氏名 カナ 市町 記録ゼッケン100km男子　県内101 1209 山城 恵作 ﾔﾏｼﾛ ｹｲｻｸ うるま市 14:41:57102 1114 比嘉 武哉 ﾋｶﾞ ﾀｹﾔ 北中城村 14:42:17103 1075 鵜口 英樹 ｳｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 14:43:31104 1346 安里 邦夫 ｱｻﾄ ｹﾝｲﾁ 南城市 14:44:02105 1224 藤内 誠也 ﾄｳﾅｲ ﾏｻﾔ 那覇市 14:45:15106 1271 仲村 崇 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 読谷村 14:45:38107 1105 藤原 柱 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊｼﾗ 豊見城市 14:47:13108 1127 伊志嶺 剛一 ｲｼﾐﾈ ｺﾞｳｲﾁ 那覇市 14:47:42109 1204 知名 朝飛 ﾁﾅ ｱｻﾋ 中城村 14:48:25110 1010 備瀬 幸一 ﾋﾞｾ ｺｳｲﾁ 本部町 14:48:34111 1028 有元 俊夫 ｱﾘﾓﾄ ﾄｼｵ 北谷町 14:48:52112 1367 道下 聡 ﾐﾁｼﾀ ｻﾄｼ 宜野湾市 14:49:19113 1304 川畑 允美智 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾐﾁ 那覇市 14:49:51114 1126 Webb Jessie Webb Jessie 金武町 14:50:46115 1341 饒波 正一 ﾉﾊ 本部町 14:51:04116 1140 Peterson Darryl 金武町 14:51:06117 1382 新垣 築 ｱﾗｶｷ ｷｽﾞｸ 那覇市 14:51:07118 1092 島袋 善樹 ｼﾏﾌﾞｸ ﾖｼｷ 宜野湾市 14:55:15119 1347 島袋 有太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ 那覇市 14:55:17120 1104 沓澤 昭仁 ｸﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 南風原町 14:55:23121 1064 津嘉山 朝洋 ﾂｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 東風平町 14:55:32122 1148 大城 正一郎 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 那覇市 14:57:43123 1153 奥浜 隼 ｵｸﾊﾏ ﾊﾔﾄ 浦添市 14:57:53
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