
第2回 NAGOURAマラソン 2016/3/6順 氏名 カナ 市町 記録ゼッケン42.195km男子　県内1 4106 上江洲 清政 ｳｴｽﾞ うるま市 03:37:002 4103 秋山 昌伸 ｱｷﾔﾏ 名護市 03:51:403 4021 山城 尚 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 読谷村 03:57:584 4091 崎浜 秀之 ｻｷﾊﾏ 名護市 03:59:205 4013 松本 匡史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 那覇市 04:03:346 4034 小澤 謙雄 ｵｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 那覇市 04:08:547 4107 うえはら ともかず ｳｴﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 那覇市 04:10:228 4088 奥松 竜也 ｵｸﾏﾂ 糸満市 04:14:119 4018 高良 武博 ｺｳﾗ ﾀｹﾋﾛ うるま市 04:27:2010 4125 Alldrin Rick Rick Alldrin 金武町 04:29:0011 4028 澤岻 安勝 ﾀｸｼ ﾔｽｶﾂ 那覇市 04:45:4312 4094 宮里 守 ﾐﾔｻﾞﾄ 国頭村 04:46:0713 4101 金城 有作 ｷﾝｼﾞｮｳ 本部町 04:52:3414 4093 崎濱 良二 ｻｷﾊﾏ 沖縄市 04:52:4215 4001 中村 寿文 ﾅｶﾑﾗ 南風原町 04:54:3016 4078 森下 淳 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝ 南風原町 04:54:4017 4022 山中 祐次 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 名護市 04:56:1418 4051 加藤 直也 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 名護市 04:58:5319 4031 原永 修作 ﾊﾗﾅｶﾞ ｼｭｳｻｸ 宜野湾市 04:59:1920 4099 神田 哲夫 ｶﾝﾀﾞ 沖縄市 05:01:3821 4113 山川 友明 ﾔﾏｶﾜ うるま市 05:01:4522 4090 新城 良得 ｱﾗｼﾛ 宜野湾市 05:14:4023 4121 田里 努 ﾀｻﾄ ﾂﾄﾑ 宜野湾市 05:15:5224 4015 後藏根 市男 ｸｼｸﾗﾈ ｲﾁｵ うるま市 05:17:5125 4108 仲村 昌司 ﾅｶﾑﾗ 名護市 05:19:0526 4026 Richard Holguin 宜野湾市 05:21:5727 4081 金城 馨 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾙ 沖縄市 05:25:0428 4039 佐藤 良一 ｻﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 名護市 05:27:4329 4096 宮城 海 ﾐﾔｷﾞ 名護市 05:35:3730 4023 屋比久 哲 ﾔﾋﾞｸ ｻﾄﾙ 那覇市 05:41:3331 4045 灘 勇佑 ﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 糸満市 05:48:4332 4119 鉢嶺 守 ﾊﾁﾐﾈ ﾏﾓﾙ 宜野湾市 05:48:5233 4104 池原 ふとし ｲｹﾊﾗ 那覇市 05:49:1634 4058 中前園 佑志 ﾅｶﾏｴｿﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 糸満市 05:52:5435 4095 當間 嗣朝 ﾄｳﾏ 南城市 05:53:1336 4008 平良 光徳 ﾀｲﾗ ﾐﾂﾉﾘ うるま市 05:57:2637 4122 下地 聡 ｼﾓｼﾞ ｻﾄﾙ 浦添市 05:59:3538 4064 松藤 拓也 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 那覇市 05:59:5339 4033 さきはら せいき ｻｷﾊﾗ ｾｲｷ 那覇市 06:01:1440 4123 斉木 一平 ｻｲｷ ｲｯﾍﾟｲ 那覇市 06:04:2741 4097 宮城 治史 ﾐﾔｷﾞ 名護市 06:07:5942 4030 池田 崇 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ 本部町 06:09:2143 4092 田場 典信 ﾀﾊﾞ 宜野湾市 06:10:5244 4029 宮城 真人 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 名護市 06:15:5945 4011 三浦 正彦 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋｺ 豊見城市 06:16:2046 4111 与久田 弘 ﾖｸﾀ 読谷村 06:22:4247 4046 本村 誠敏 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 宜野湾市 06:23:1448 4060 玉屋 弘樹 ﾀﾏﾔ ﾋﾛｷ 南城市 06:23:4349 4089 多和田 光作 ﾀﾜﾀﾞ 北中城村 06:31:3750 4110 金城 邦弘 ｷﾝｼﾞｮｳ 今帰仁村 06:36:482016年3月6日 1/2 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42.195km男子　県内51 4019 宮城 信一 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝｲﾁ 那覇市 06:36:4952 4115 大見 勝 ｵｵﾐ 浦添市 06:37:0653 4114 真栄城 兼暁 ﾏｴｼﾛ 沖縄市 06:51:1554 4052 今里 潔人 ｲﾏｻﾄ ｷﾖﾋﾄ 糸満市 06:54:1555 4042 金城 郁生 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲｸｵ 那覇市 06:57:39
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