
順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム1 1 濱崎　達規 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾉﾘ 南城市 1:10:392 2 仲間　孝大 ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ 豊見城市 1:11:543 3 与那嶺　恭兵 ﾖﾅﾐﾈ ｷｮｳﾍｲ 浦添市 1:11:554 108 宮城　武斗 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾄ 東村 1:13:515 4 角田　智 ｶｸﾀﾞ ｻﾄｼ 那覇市 1:15:276 101 針渕　隼 ﾊﾘﾌﾁ ｼｭﾝ 浦添市 1:16:417 5 宇茂佐　隼人 ｳﾓｻ ﾊﾔﾄ 本部町 1:17:058 115 高嶺　博文 ﾀｶﾐﾈ ﾋﾛﾌﾐ 沖縄市 1:18:379 8 本城　昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 1:18:4210 122 大塚　真人 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾄ 宜野湾市 1:20:2111 226 中島　直幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ うるま市 1:20:5612 113 宮城　郁実 ﾐﾔｷﾞ ｲｸﾐ 那覇市 1:21:2113 110 奥田良　直紀 ｵｸﾀﾞﾗ ﾅｵｷ うるま市 1:21:3614 126 大城　勇人 ｵｵｼﾛ ﾊﾔﾄ 南城市 1:21:5615 117 喜友名　俊二 ｷﾕﾅ ｼｭﾝｼﾞ 沖縄市 1:22:0716 109 須藤　剛 ｽﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 東京都 1:22:4217 135 平澤津　弾 ﾋﾗｻﾜﾂ ﾀﾞﾝ 北谷町 1:23:0918 116 神谷　光明 ｶﾐﾔ ﾐﾂｱｷ 浦添市 1:23:1919 152 坂口　宏和 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 宜野湾市 1:23:2620 142 下地　海帆 ｼﾓｼﾞ ｶｲﾎ 宮古島市 1:23:3921 119 平田　清健 ﾋﾗﾀ ｾｲｹﾝ 宜野湾市 1:23:4322 120 中山　洋一郎 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 宜野湾市 1:24:0423 132 村上　大輔 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 宜野湾市 1:24:2824 143 大城　雄貴 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 名護市 1:24:2825 167 池野　洋介 ｲｹﾉ ﾖｳｽｹ 糸満市 1:25:0526 192 金城　博太 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾀ 八重瀬町 1:25:3327 184 田川　和輝 ﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長崎県 1:25:5328 162 喜舎場　亮太 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 1:26:0029 157 平良　滝太 ﾀｲﾗ ﾘｭｳﾀ うるま市 1:26:0930 141 仲間　樹 ﾅｶﾏ ｲﾂｷ 南風原町 1:26:2731 148 大城　絢也 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 渡嘉敷村 1:26:4432 155 新垣　卓也 ｱﾗｶｷ ﾀｸﾔ 南風原町 1:26:4633 129 児山　覚 ｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 豊見城市 1:27:0134 147 玉城　学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ 宜野湾市 1:27:4335 107 田中　裕輝 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 豊見城市 1:27:5436 165 久我　優也 ｸｶﾞ ﾕｳﾔ 北谷町 1:28:0537 151 藤田　慎一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 石垣市 1:28:1238 665 Gorbaty Matthew Gorbaty Matthew 外国人 1:28:3339 253 島袋　洋平 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳﾍｲ 沖縄市 1:28:5440 3113 齊藤　創也 ｻｲﾄｳ ｿｳﾔ 岩手県 1:29:0141 193 豊田　渉 ﾄﾖﾀﾞ ﾜﾀﾙ 浦添市 1:29:0242 153 木村　一 ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 1:29:1443 137 富里　泰成 ﾄﾐｻﾄ ﾔｽﾅﾘ 西原町 1:29:1944 178 瑞慶山　良之 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼﾕｷ うるま市 1:29:2145 236 片岡　明 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 糸満市 1:29:3446 199 伊元　高志 ｲﾓﾄ ﾀｶｼ 南風原町 1:29:4047 287 榊　佑太 ｻｶｷ ﾕｳﾀ 沖縄市 1:29:4348 176 我喜屋　球一 ｶﾞｷﾔ ｷｭｳｲﾁ 那覇市 1:29:5749 145 仲後　彰 ﾅｶｸﾞｼ ｱｷﾗ 中城村 1:30:0650 231 辰巳　亘 ﾀﾂﾐ ﾜﾀﾙ 那覇市 1:30:1651 203 西平　真也 ﾆｼﾋﾗ ｼﾝﾔ 名護市 1:30:1752 213 上門　徳裕 ｳｴｼﾞｮｳ ﾉﾘﾋﾛ 浦添市 1:30:5353 242 米川　保 ﾖﾈｶﾜ ﾀﾓﾂ 沖縄市 1:30:5454 169 藤波　秀樹 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:30:5855 112 野口　優 ﾉｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 那覇市 1:31:1756 154 高良　哲雄 ﾀｶﾗ ﾃﾂｵ 沖縄市 1:31:1857 173 勝連　三也 ｶﾂﾚﾝ ﾐﾂﾔ うるま市 1:31:3458 320 勝島　潔 ｶﾂｼﾏ ｷﾖｼ 沖縄市 1:31:4059 218 竹森　健二 ﾀｹﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 豊見城市 1:32:2160 224 佐藤　竜介 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 那覇市 1:32:2461 222 福田　善憲 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 浦添市 1:32:2562 150 白井　優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 1:32:38
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順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/763 130 米倉　和彦 ﾖﾈｸﾗ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市 1:32:4564 128 佐久田　朝秀 ｻｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ うるま市 1:32:4865 149 藤重　浩 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾋﾛｼ 山梨県 1:32:4966 180 山内　貴由 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾕｷ うるま市 1:32:5067 194 高江洲　昌幸 ﾀｶｴｽ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 1:32:5568 587 中本　亘 ﾅｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 那覇市 1:33:0569 209 仲山　秀明 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 浦添市 1:33:0870 172 当間　雄基 ﾄｳﾏ ﾕｳｷ 八重瀬町 1:33:1171 208 平田　正幸 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 読谷村 1:33:1972 237 八巻　竜史 ﾔﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ 豊見城市 1:33:4073 182 比嘉　直也 ﾋｶﾞ ﾅｵﾔ 北中城村 1:33:5974 196 翁長　裕二 ｵﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 豊見城市 1:34:0275 271 知念　和也 ﾁﾈﾝ ｶｽﾞﾔ 那覇市 1:34:0476 123 比嘉　徳明 ﾋｶﾞ ﾉﾘｱｷ うるま市 1:34:0477 221 神頭　一郎 ｶﾝﾄｳ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:34:0578 244 大城　啓太 ｵｵｼﾛ ｹｲﾀ 糸満市 1:34:4079 2151 益本　英治 ﾏｽﾓﾄ ｴｲｼﾞ 青森県 1:34:4080 465 Kirby Thomas Joshua Kirby Thomas Joshua 外国人 1:34:4681 175 川崎　一嘉 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾖｼ 沖縄市 1:34:5082 317 照喜名　朝郁 ﾃﾙｷﾅ ﾄﾓﾌﾐ 南風原町 1:34:5283 216 横山　俊治 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ 那覇市 1:35:0184 159 木下　有一郎 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:35:0485 211 高越　雅和 ﾀｶｺﾞｼ ﾏｻｶｽﾞ 嘉手納町 1:35:0486 125 新里　啓 ｼﾝｻﾞﾄ ﾋﾛﾑ うるま市 1:35:1087 361 新崎　康則 ｱﾗｻｷ ﾔｽﾉﾘ 名護市 1:35:2088 363 豊里　一貴 ﾄﾖｻﾄ ｶｽﾞｷ 那覇市 1:35:4589 164 大城　達哉 ｵｵｼﾛ ﾀﾂﾔ 糸満市 1:35:4790 202 真栄城　潤哉 ﾏｴｼﾛ ﾋﾛﾔ 嘉手納町 1:35:5191 138 與那嶺　開拓 ﾖﾅﾐﾈ ﾋﾗｸ 那覇市 1:36:0392 260 保久村　旭克 ﾎｸﾑﾗ ｱｷﾖｼ 那覇市 1:36:1293 319 佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 山口県 1:36:2794 161 中山　博文 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 西原町 1:36:3795 204 長嶺　佳範 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ 那覇市 1:36:3996 418 金城　忠克 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾀﾞｶﾂ 豊見城市 1:36:5197 256 根間　保成 ﾈﾏ ﾔｽﾅﾘ 豊見城市 1:36:5898 214 友利　豊 ﾄﾓﾘ ﾕﾀｶ 宜野湾市 1:37:2399 195 野村　竜希 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浦添市 1:37:25100 197 伊礼門　司 ｲﾚｲｼﾞｮｳ ﾂｶｻ 沖縄市 1:37:29101 349 前加良　太作 ﾏｴｶﾗ ﾀｲｻｸ 沖縄市 1:37:31102 1392 宮城　大吉 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷﾁ 沖縄市 1:37:31103 103 成田　龍人 ﾅﾘﾀ ﾘｭｳﾄ 那覇市 1:37:33104 283 安部　亮一 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 那覇市 1:37:39105 563 知念　良篤 ﾁﾈﾝ ﾖｼｱﾂ うるま市 1:37:44106 210 安次嶺　渥 ｱｼﾐﾈ ｱﾂｼ 読谷村 1:37:47107 482 仲座　盛徳 ﾅｶｻﾞ ｾｲﾄｸ 北谷町 1:37:54108 343 崎浜　達也 ｻｷﾊﾏ ﾀﾂﾔ うるま市 1:37:55109 146 喜友名　雄亮 ｷｭｳﾅ ﾕｳｽｹ 読谷村 1:38:18110 448 安慶名　悠 ｱｹﾞﾅ ﾋｻｼ うるま市 1:38:21111 227 坊古居　泰之 ﾎﾞｺｲ ﾔｽﾕｷ うるま市 1:38:33112 1100 LAM SIO HONG LAM SIO HONG 外国人 1:38:35113 414 大川　正彦 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾋｺ 宜野湾市 1:38:43114 118 仲西　幸博 ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾋﾛ うるま市 1:38:44115 324 玉城　貴之 ﾀﾏｼﾛ ﾀｶﾕｷ 那覇市 1:38:48116 413 玉城　卓也 ﾀﾏｼﾛ ﾀｸﾔ 沖縄市 1:38:51117 212 新垣　安志 ｱﾗｶｷ ﾔｽｼ 南風原町 1:38:58118 188 我如古　有政 ｶﾞﾈｺ ﾕｳｾｲ 沖縄市 1:39:01119 367 牧野　信夫 ﾏｷﾉ ｼﾉﾌﾞ 那覇市 1:39:09120 186 宜野座　元樹 ｷﾞﾉｻﾞ ﾓﾄｷ うるま市 1:39:19121 2113 乕田　佳則 ﾄﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1:39:21122 322 上地　勝樹 ｳｴﾁ ﾏｻｷ 読谷村 1:39:23123 746 怡土　武史 ｲﾄ ﾀｹｼ 那覇市 1:39:27124 235 知念　幸広 ﾁﾈﾝ ﾕｷﾋﾛ 豊見城市 1:39:41



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7125 1372 AlvarezHernandez Israel AlvarezHernandez Israel 外国人 1:39:43126 396 森山　真成 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｾｲ うるま市 1:40:08127 595 Skiratko David Skiratko David 外国人 1:40:12128 321 木戸　晋一郎 ｷﾄﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市 1:40:12129 464 Mandernach Johnny Mandernach Johnny 北谷町 1:40:18130 308 安村　盛一 ﾔｽﾑﾗ ｾｲｲﾁ うるま市 1:40:20131 454 新垣　国康 ｼﾝｶﾞｷ ｸﾆﾔｽ 宜野湾市 1:40:20132 174 有銘　卓 ｱﾘﾒ ｽｸﾞﾙ うるま市 1:40:33133 278 我謝　貴志 ｶﾞｼﾞｬ ﾀｶｼ 那覇市 1:40:50134 523 井上　将規 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ 山口県 1:40:53135 305 平田　厚仁 ﾊﾗﾀ ｱﾂｼﾞﾝ 北中城村 1:40:58136 248 比嘉　亮晴 ﾋｶﾞ ｶﾂﾊﾙ 那覇市 1:41:00137 376 比嘉　英永 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞﾋｻ 沖縄市 1:41:04138 442 藤田　充隆 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾀｶ うるま市 1:41:11139 246 照屋　友章 ﾃﾙﾔ ﾄﾓｱｷ 本部町 1:41:27140 267 伊東　聖 ｲﾄｳ ｾｲ 那覇市 1:41:32141 1125 TAILLEFER EDDY ﾀﾕﾌｪｰﾙ ｴﾃﾞｨ 沖縄市 1:41:34142 532 大村　和也 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 静岡県 1:41:36143 325 服部　潤 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝ 沖縄市 1:41:37144 140 宮平　永史 ﾐﾔﾋﾗ ﾅｶﾞﾌﾐ 沖縄市 1:41:39145 294 金城　健悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝｺﾞ 浦添市 1:41:59146 359 仲程　直樹 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾅｵｷ 宜野湾市 1:42:07147 382 稲嶺　剛 ｲﾅﾐﾈ ﾀｹｼ 宜野湾市 1:42:11148 288 前田　通 ﾏｴﾀﾞ ﾄｵﾙ 宜野湾市 1:42:13149 538 古波蔵　知二 ｺﾊｸﾞﾗ ﾄﾓｼﾞ 宜野湾市 1:42:15150 3204 新垣　喜隆 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾀｶ 豊見城市 1:42:15151 220 稲嶺　洋 ｲﾅﾐﾈ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:42:16152 251 糸数　裕樹 ｲﾄｶｽﾞ ﾕｳｷ 南風原町 1:42:19153 371 呉屋　瑛久 ｸﾚﾔ ﾃﾙﾋｻ 読谷村 1:42:27154 410 小林　達雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 外国人 1:42:34155 183 満重　定 ﾐﾂｼｹﾞ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 1:42:38156 551 田仲　康行 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ うるま市 1:42:40157 272 新里　崇 ｼﾝｻﾞﾄ ﾀｶｼ うるま市 1:42:40158 170 金城　清盛 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾖﾓﾘ 浦添市 1:42:41159 394 新垣　善史 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾌﾐ 南城市 1:42:46160 671 西平　創一郎 ﾆｼﾋﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 名護市 1:42:50161 232 安藤　誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 南城市 1:42:53162 375 渡口　嘉仁 ﾄｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 那覇市 1:43:00163 330 河野　良祐 ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ 読谷村 1:43:00164 179 名嘉真　安彦 ﾅｶﾏ ﾔｽﾋｺ うるま市 1:43:30165 388 大徳　巧 ﾀﾞｲﾄｸ ﾀｸﾐ 宮城県 1:43:31166 431 濱田　隆広 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 1:43:53167 744 工藤　雅之 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 北谷町 1:43:55168 728 瑞慶覧　敦 ｽﾞｹﾗﾝ ｱﾂｼ 南風原町 1:43:56169 3189 島袋　慶史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲｼ 那覇市 1:44:09170 694 川平　朝哉 ｶﾜﾋﾗ ﾄﾓﾔ 名護市 1:44:15171 2483 渡邉　幸久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋｻ うるま市 1:44:36172 981 植原　茂 ｳｴﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 今帰仁村 1:44:37173 616 佐々木　善史 ｻｻｷ ﾖｼﾌﾐ 名護市 1:44:49174 2717 江島　晃久 ｴｼﾞﾏ ｱｷﾋｻ 青森県 1:44:51175 432 Webb Brian Webb Brian 外国人 1:44:56176 664 玉城　貴申 ﾀﾏｼﾛ ﾀｶﾉﾌﾞ うるま市 1:45:00177 436 梅澤　孔治 ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 沖縄市 1:45:00178 277 今井　朗 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 浦添市 1:45:02179 481 伊集　豊 ｲｼﾞｭ ﾕﾀｶ 宜野湾市 1:45:11180 548 金城　孝洋 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ 沖縄市 1:45:21181 225 渡嘉敷　信一郎 ﾄｶｼｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 那覇市 1:45:24182 160 長谷川　聡 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 那覇市 1:45:33183 374 名嘉山　守 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾓﾙ うるま市 1:45:33184 377 青島　一央 ｱｵｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ 南風原町 1:45:41185 2967 外間　優希 ﾎｶﾏ ﾕｳｷ うるま市 1:45:42186 362 東恩納　勝 ﾋｶﾞｼｵﾝﾅ ｼｮｳ 沖縄市 1:45:43



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7187 1588 山内　佑馬 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾏ うるま市 1:45:47188 1455 宜保　博斗 ｷﾞﾎﾞ ﾋﾛﾄ 豊見城市 1:45:49189 342 武者　三男 ﾑｼｬ ﾐﾂｵ 那覇市 1:46:06190 331 赤坂　直樹 ｱｶｻｶ ﾅｵｷ 南風原町 1:46:07191 365 仲宗根　智 ﾅｶｿﾈ ｻﾄｼ うるま市 1:46:08192 364 三戸岡　裕政 ﾐﾄｵｶ ﾋﾛﾏｻ 岡山県 1:46:20193 332 大城　英雄 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞｵ 浦添市 1:46:32194 259 久留　景太 ﾋｻﾄﾞﾒ ｹｲﾀ 那覇市 1:46:52195 1052 平川　信雄 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 八重瀬町 1:46:55196 909 Brosnan Joseph Thomas Brosnan Joseph Thomas 恩納村 1:46:59197 415 平良　政吉郎 ﾀｲﾗ ｾｲｷﾁﾛｳ 浦添市 1:47:10198 408 新垣　健司 ｼﾝｶﾞｷ ﾀｹｼ 沖縄市 1:47:15199 163 佐喜眞　秀輝 ｻｷﾏ ﾋﾃﾞｷ 宜野湾市 1:47:18200 455 新垣　龍希 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾂｷ 宜野湾市 1:47:19201 393 池宮城　聖弥 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｾｲﾔ 那覇市 1:47:21202 309 小橋川　誠 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｺﾄ うるま市 1:47:24203 610 保田　浩 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ うるま市 1:47:25204 1317 津波　匠 ﾂﾊ ﾀｸﾐ 読谷村 1:47:33205 493 野原　雄司 ﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 八重瀬町 1:47:36206 304 具志堅　弘昭 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｱｷ 沖縄市 1:47:52207 907 赤嶺　彰紀 ｱｶﾐﾈ ｱｷﾉﾘ 南風原町 1:47:56208 1181 大川　健次 ｵｵｶﾜ ｹﾝｼﾞ 宜野湾市 1:47:58209 400 山内　誠 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 読谷村 1:48:05210 243 あいば　けいご ｱｲﾊﾞ ｹｲｺﾞ 宜野湾市 1:48:09211 437 辻田　正紀 ﾂｼﾞﾀ ﾏｻｷ 大阪府 1:48:09212 2670 知念　太郎 ﾁﾈﾝ ﾀﾛｳ 浦添市 1:48:11213 3173 島袋　友希 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｷ 北中城村 1:48:12214 323 畠山　里志 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄｼ 久米島町 1:48:14215 832 澤田　昌 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳ 那覇市 1:48:23216 273 岸本　恵太 ｷｼﾓﾄ ｹｲﾀ 那覇市 1:48:25217 570 Larsen William Nathan Larsen William Nathan 外国人 1:48:27218 1308 真栄田　義仁 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 那覇市 1:48:35219 355 當銘　由也 ﾄｳﾒ ﾕｳﾔ うるま市 1:48:40220 633 鉢嶺　景太 ﾊﾁﾐﾈ ｹｲﾀ 八重瀬町 1:48:43221 443 福田　雄介 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 沖縄市 1:48:46222 373 目黒　淳美 ﾒｸﾞﾛ ｱﾂﾐ 那覇市 1:48:49223 703 渡慶次　雅人 ﾄｹｼ ﾏｻﾄ うるま市 1:48:49224 631 赤嶺　慶 ｱｶﾐﾈ ｹｲ 那覇市 1:48:55225 258 金城　一也 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾔ 那覇市 1:48:56226 121 安里　佳憲 ｱｻﾄ ﾖｼﾉﾘ 浦添市 1:49:02227 795 山口　信也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 東京都 1:49:04228 1377 中里　崇樹 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｶｼｹﾞ 那覇市 1:49:12229 289 瀬戸　文久 ｾﾄ ﾌﾐﾋｻ 那覇市 1:49:13230 928 盛　信一 ﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 浦添市 1:49:13231 385 隼田　正夫 ﾊﾔﾀ ﾏｻｵ 福岡県 1:49:15232 521 伊藤　潤平 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 1:49:20233 516 上江洲　祐太 ｳｴｽﾞ ﾕｳﾀ うるま市 1:49:21234 407 比嘉　真一 ﾋｶﾞ ｼﾝｲﾁ 宜野座村 1:49:29235 404 新垣　善則 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾉﾘ 北谷町 1:49:31236 484 伊禮　辰弥 ｲﾚｲ ﾀﾂﾔ 沖縄市 1:49:42237 395 長谷川　友哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 兵庫県 1:49:50238 133 又吉　佑樹 ﾏﾀﾖｼ ﾕｳｷ 浦添市 1:49:56239 620 上原　達也 ｳｴﾊﾗ ﾀﾂﾔ 南城市 1:49:56240 341 佐伯　航 ｻｴｷ ﾜﾀﾙ 沖縄市 1:49:58241 356 平安山　剛 ﾍﾝｻﾞﾝ ｺﾞｳ 那覇市 1:50:04242 2288 知花　亮太 ﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 1:50:11243 435 西川　慎二 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 豊見城市 1:50:17244 370 松田　雄太 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 名護市 1:50:19245 284 当真　純司 ﾄｳﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浦添市 1:50:20246 634 金城　英明 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｱｷ 豊見城市 1:50:24247 762 ガモン　ケネス ｶﾞﾓﾝ ｹﾈｽ うるま市 1:50:41248 555 棚原　有生 ﾀﾅﾊﾗ ﾕｳｷ 浦添市 1:50:42



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7249 695 高良　純 ﾀｶﾗ ｼﾞｭﾝ 名護市 1:50:44250 366 中村　昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 浦添市 1:50:45251 219 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:50:57252 168 酒井　直樹 ｻｶｲ ﾅｵｷ 豊見城市 1:50:58253 335 久我　正宏 ｸｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 那覇市 1:50:58254 816 富里　正樹 ﾄﾐｻﾄ ﾏｻｷ 沖縄市 1:51:00255 1762 Leavitt James Leavitt James 北中城村 1:51:01256 354 奥松　竜也 ｵｸﾏﾂ ﾀﾂﾔ 糸満市 1:51:02257 504 金城　良樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｷ 那覇市 1:51:08258 917 渡慶次　順太 ﾄｹｼ ｼﾞｭﾝﾀ 沖縄市 1:51:16259 598 天久　宏幸 ｱﾒｸ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 1:51:18260 510 伊藤　義徳 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 西原町 1:51:21261 669 平良　彰規 ﾀｲﾗ ｱｷﾉﾘ 那覇市 1:51:22262 420 新垣　友啓 ｱﾗｶｷ ﾄﾓﾋﾛ うるま市 1:51:22263 519 具志堅　一 ｸﾞｼｹﾝ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 1:51:27264 760 西山　直哉 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾔ 那覇市 1:51:31265 739 松田　博之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 1:51:31266 1230 嘉手苅　盛太 ｶﾃﾞｶﾙ ｾｲﾀ 南風原町 1:51:32267 628 浜田　隆幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 那覇市 1:51:33268 223 日比　康介 ﾋﾋﾞ ｺｳｽｹ 浦添市 1:51:36269 733 近藤　康幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 沖縄市 1:51:39270 340 吉浜　正悟 ﾖｼﾊﾏ ｼｮｳｺﾞ 那覇市 1:51:39271 1086 伊波　清治 ｲﾊ ｾｲｼﾞ うるま市 1:51:43272 139 赤井　善樹 ｱｶｲ ﾖｼｷ 読谷村 1:51:50273 575 原田　大幹 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 那覇市 1:51:56274 678 城間　正 ｼﾛﾏ ﾀﾀﾞｼ うるま市 1:51:58275 459 後藤　隆教 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 那覇市 1:52:04276 1009 荒殿　亮二 ｱﾗﾄﾞﾉ ﾘｮｳｼﾞ 浦添市 1:52:04277 894 福田　誠弥 ﾌｸﾀ ｾｲﾔ 那覇市 1:52:09278 316 目差　明 ﾒｻﾞｼ ｱｷﾗ うるま市 1:52:11279 292 湊　圭吾 ﾐﾅﾄ ｹｲｺﾞ 浦添市 1:52:31280 486 屋良　朝康 ﾔﾗ ﾄﾓﾔｽ うるま市 1:52:34281 1193 金城　正道 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾐﾁ うるま市 1:52:37282 526 屋嘉比　柴昭 ﾔｶﾋﾞ ｻｲｼｮｳ 那覇市 1:52:37283 615 崎濱　秀邦 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞｸﾆ 豊見城市 1:52:40284 839 仲宗根　恵 ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾑ 浦添市 1:52:40285 670 伊藤　嘉彦 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 愛知県 1:52:54286 935 高良　努 ﾀｶﾗ ﾂﾄﾑ 金武町 1:53:01287 984 山内　昌重 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｼｹﾞ 金武町 1:53:01288 348 岡崎　剛 ｵｶｻﾞｷ ﾀｹｼ 南城市 1:53:04289 716 稲嶺　秀信 ｲﾅﾐﾈ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 那覇市 1:53:05290 381 山城　尚 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 読谷村 1:53:05291 265 湧稲國　朝輝 ﾜｷﾅｸﾞﾆ ﾄﾓｷ うるま市 1:53:08292 611 外間　智 ﾎｶﾏ ｻﾄｼ 南城市 1:53:09293 476 花城　安隆 ﾊﾅｼﾛ ﾔｽﾀｶ 沖縄市 1:53:15294 446 大川　雅也 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾔ 那覇市 1:53:17295 1021 外間　直人 ﾎｶﾏ ﾅｵﾄ 浦添市 1:53:19296 249 金城　泰生 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｵ 南城市 1:53:23297 845 仲尾次　嗣久 ﾅｶｵｼﾞ ﾂｸﾞﾋｻ 与那原町 1:53:27298 397 比嘉　良征 ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 浦添市 1:53:30299 758 稲福　武 ｲﾅﾌｸ ﾀｹｼ 沖縄市 1:53:36300 466 石田　照夫 ｲｼﾀﾞ ﾃﾙｵ 東京都 1:53:40301 700 波平　真尚 ﾅﾐﾋﾗ ﾏｻﾀｶ 那覇市 1:53:42302 207 神田　直人 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 与那原町 1:53:43303 402 大澤　幸司 ｵｵｻﾜ ｺｳｼﾞ 豊見城市 1:53:44304 773 小島　千里 ｺｼﾞﾏ ｾﾝﾘ 那覇市 1:53:48305 416 我如古　勝 ｶﾞﾈｺ ﾏｻﾙ うるま市 1:53:51306 261 積島　伸幸 ｾｷｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 宜野湾市 1:53:53307 285 金城　満 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾙ 浦添市 1:53:53308 392 片桐　衛 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:53:53309 383 金城　悦男 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴﾂｵ 渡嘉敷村 1:53:54310 779 浅井　岳弘 ｱｻｲ ﾀｹﾋﾛ 那覇市 1:53:57



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7311 562 新崎　悟 ｱﾗｻｷ ｻﾄﾙ 那覇市 1:54:01312 803 武富　新太郎 ﾀｹﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 宜野湾市 1:54:01313 642 座間味　悠二 ｻﾞﾏﾐ ﾕｳｼﾞ 浦添市 1:54:03314 709 比嘉　貢 ﾋｶﾞ ﾐﾂｸﾞ 宜野湾市 1:54:06315 403 Su Yi Gregory Su Yi Gregory 外国人 1:54:06316 453 喜納　優 ｷﾅ ﾏｻﾙ 宜野湾市 1:54:09317 652 高安　利昭 ﾀｶﾔｽ ﾄｼｱｷ 八重瀬町 1:54:14318 1328 平良　陽介 ﾀｲﾗ ﾖｳｽｹ うるま市 1:54:16319 618 山里　力 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾂﾄﾑ 那覇市 1:54:16320 480 伊礼　祐倉 ｲﾚｲ ﾕｳｿｳ 沖縄市 1:54:19321 533 宮城　孝 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｼ 北中城村 1:54:23322 438 武内　信夫 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:54:24323 471 仲地　貴弘 ﾅｶﾁ ﾀｶﾋﾛ 与那原町 1:54:26324 541 金城　秀樹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ 八重瀬町 1:54:28325 351 神谷　翔 ｶﾐﾔ ｼｮｳ 南城市 1:54:29326 666 片山　智博 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:54:45327 901 中村　勇 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ 浦添市 1:54:47328 1048 藤本　秀文 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 那覇市 1:54:52329 585 大城　勲 ｵｵｼﾛ ｲｻｵ 中城村 1:54:57330 1063 金城　信之 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 那覇市 1:54:58331 528 大城　直輝 ｵｵｼﾛ ﾅｵｷ 嘉手納町 1:54:58332 607 古波蔵　米三 ｺﾊｸﾞﾗ ﾖﾈｿﾞｳ 南城市 1:55:00333 542 宮城　弘明 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 宜野湾市 1:55:18334 228 佐々木　秀典 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 那覇市 1:55:27335 1799 川辺　将大 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市 1:55:35336 649 速開　亮 ﾊﾔｱｷ ﾘｮｳ 那覇市 1:55:37337 931 大城　正一郎 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 那覇市 1:55:38338 328 田崎　浩平 ﾀｻｷ ｺｳﾍｲ 東京都 1:55:42339 1198 糸村　昌秀 ｲﾄﾑﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 北谷町 1:55:43340 609 島　宏史 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市 1:55:44341 619 喜屋武　猛 ｷｬﾝ ﾀｹｼ 沖縄市 1:55:45342 303 田島　兵章 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 沖縄市 1:55:47343 430 大城　祐二 ｵｵｼﾛ ﾕｳｼﾞ 読谷村 1:55:50344 791 神里　昂大 ｶﾐｻﾞﾄ ｺｳﾀﾞｲ 沖縄市 1:55:50345 573 比嘉　力 ﾋｶﾞ ﾘｷ うるま市 1:55:51346 688 澤岻　安勝 ﾀｸｼ ﾔｽｶﾂ 那覇市 1:55:52347 357 Roe Andrew Roe Andrew 読谷村 1:55:53348 727 亀山　大佑 ﾔﾒﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ うるま市 1:56:01349 757 呉屋　勉 ｺﾞﾔ ﾂﾄﾑ うるま市 1:56:03350 929 本間　真 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ 東京都 1:56:07351 817 池辺　賢児 ｲｹﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 宜野座村 1:56:16352 932 新垣　孝明 ｱﾗｶｷ ﾀｶｱｷ 沖縄市 1:56:17353 450 花城　功 ﾊﾅｼﾛ ｲｻｵ 那覇市 1:56:19354 778 坂田　宏 ｻｶﾀ ﾋﾛｼ 福岡県 1:56:20355 578 横井　理人 ﾖｺｲ ﾏｻﾄ 那覇市 1:56:20356 1311 上田　絃太 ｳｴﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 嘉手納町 1:56:24357 3216 うえち　ともたろう ｳｴﾁ ﾄﾓﾀﾛｳ 読谷村 1:56:25358 1047 知花　久 ﾁﾊﾞﾅ ﾋｻｼ 北谷町 1:56:27359 301 花城　永遠 ﾊﾅｼﾛ ﾄﾜ 恩納村 1:56:40360 696 大城　康幸 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾕｷ うるま市 1:56:44361 577 與那原　一 ﾖﾅﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 1:56:47362 883 玉城　亮 ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 那覇市 1:56:50363 853 佐藤　俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 那覇市 1:56:53364 730 新垣　直也 ｼﾝｶﾞｷ ﾅｵﾔ 沖縄市 1:56:56365 201 大城　良太 ｵｵｼﾛ ﾘｮｳﾀ 糸満市 1:56:58366 506 戸田　新 ﾄﾀﾞ ｼﾝ 那覇市 1:56:58367 406 山城　寿 ﾔﾏｼﾛ ﾋｻｼ 那覇市 1:57:00368 485 仲間　春一 ﾅｶﾏ ｼｭﾝｲﾁ 石垣市 1:57:00369 698 山本　将 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳ うるま市 1:57:02370 239 知花　周平 ﾁﾊﾞﾅ ｼｭｳﾍｲ 宜野湾市 1:57:02371 1066 城間　勝也 ｼﾛﾏ ｶﾂﾔ 那覇市 1:57:03372 888 上地　修 ｳｴﾁ ｵｻﾑ 那覇市 1:57:03



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7373 944 比嘉　正人 ﾋｶﾞ ﾏｻﾄ 那覇市 1:57:05374 851 照屋　寛智 ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾄﾓ うるま市 1:57:07375 639 佐次田　達三 ｻｼﾀﾞ ﾀﾂｿﾞｳ うるま市 1:57:08376 753 殿内　一 ﾄﾉｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 糸満市 1:57:09377 1305 橋元　竜馬 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 那覇市 1:57:12378 784 有元　俊夫 ｱﾘﾓﾄ ﾄｼｵ 北谷町 1:57:12379 963 川津　知大 ｶﾜﾂﾞ ﾁﾋﾛ 那覇市 1:57:13380 767 まつばら　えいぢ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲﾁﾞ 北谷町 1:57:28381 874 棚原　由介 ﾀﾅﾊﾗ ﾕｳｽｹ 浦添市 1:57:30382 474 与儀　聡 ﾖｷﾞ ｻﾄﾙ 沖縄市 1:57:30383 452 山中　祥弘 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 山形県 1:57:34384 921 伊禮　克 ｲﾚｲ ｶﾂ うるま市 1:57:35385 702 仲里　隼 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾔﾄ 沖縄市 1:57:39386 527 池原　和志 ｲｹﾊﾗ ｶｽﾞｼ 沖縄市 1:57:47387 786 名幸　靖晃 ﾅｺｳ ﾔｽｱｷ 那覇市 1:57:50388 648 友利　幸司 ﾄﾓﾘ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 1:57:54389 1540 野本　俊貴 ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｷ うるま市 1:57:55390 617 神谷　博樹 ｶﾐﾔ ﾋﾛｷ 豊見城市 1:57:57391 557 比嘉　一徳 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市 1:57:58392 602 添盛　重博 ｿｴﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 沖縄市 1:58:03393 1810 喜屋武　保 ｷﾔﾝ ﾀﾓﾂ 沖縄市 1:58:11394 850 板井　浩二 ｲﾀｲ ｺｳｼﾞ 読谷村 1:58:17395 641 三浦　雄太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:58:18396 592 松本　源太 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 久米島町 1:58:34397 653 山城　周作 ﾔﾏｼﾛ ｼｭｳｻｸ 北谷町 1:58:43398 589 仲宗根　勲 ﾅｶｿﾈ ｲｻｵ 沖縄市 1:58:44399 507 北口　典昭 ｷﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 東京都 1:58:45400 444 島袋　慎也 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾝﾔ 沖縄市 1:58:47401 1354 宮城　悠也 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳﾔ 北中城村 1:58:49402 369 仲村渠　盛正 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾓﾘﾏｻ 南風原町 1:58:50403 1427 比嘉　龍信 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾉﾌﾞ 沖縄市 1:58:51404 937 澤岻　安雄 ﾀｸｼ ﾔｽｵ 宜野湾市 1:58:51405 1516 渡部　恭久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋｻ 沖縄市 1:58:51406 1085 山本　幸太 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 浦添市 1:58:53407 1163 徳田　太郎 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾛｳ 神奈川県 1:59:01408 999 鈴木　正廣 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市 1:59:03409 387 池原　盛弘 ｲｹﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市 1:59:03410 1038 照屋　淳 ﾃﾙﾔ ｱﾂｼ うるま市 1:59:04411 629 仲宗根　良泰 ﾅｶｿﾈ ﾖｼﾋﾛ 読谷村 1:59:06412 350 山入端　俊 ﾔﾏﾉﾊ ｼｭﾝ うるま市 1:59:19413 797 糸満　一請 ｲﾄﾏﾝ ｲｯｾｲ 那覇市 1:59:20414 205 長堂　順次 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沖縄市 1:59:21415 336 瀬上　敏明 ｾﾉｳｴ ﾄｼｱｷ 那覇市 1:59:22416 808 小橋川　天馬 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾃﾝﾊﾞ 浦添市 1:59:23417 681 崎濱　良二 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳｼﾞ 沖縄市 1:59:28418 686 藤澤　茂樹 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｹﾞｷ 那覇市 1:59:30419 626 島袋　修 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｵｻﾑ うるま市 1:59:36420 906 下里　正人 ｼﾓｻﾞﾄ ﾏｻﾄ 沖縄市 1:59:45421 903 藤井　幸 ﾌｼﾞｲ ｺｳ 那覇市 1:59:47422 1569 松田　幸治 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 豊見城市 1:59:50423 930 我那覇　健 ｶﾞﾅﾊ ﾀｹｼ 豊見城市 1:59:58424 503 大城　亙 ｵｵｼﾛ ﾜﾀﾙ 那覇市 2:00:01425 1253 山城　直人 ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾄ うるま市 2:00:05426 552 比嘉　誠 ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ うるま市 2:00:09427 549 小畑　真也 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 那覇市 2:00:12428 743 上地　知樹 ｳｴﾁ ﾄﾓｷ 読谷村 2:00:14429 1586 立川　将平 ﾀﾁｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 那覇市 2:00:29430 887 湧田　満 ﾜｸﾀ ﾐﾂﾙ 北谷町 2:00:31431 1075 仲村渠　亨 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾄｵﾙ 南風原町 2:00:32432 2590 伊波　茂信 ｲﾊ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 沖縄市 2:00:36433 422 宮平　真仁 ﾐﾔﾋﾗ ﾏｻﾋﾄ うるま市 2:00:40434 426 比嘉　聖椰 ﾋｶﾞ ｾｲﾔ 北中城村 2:00:43



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7435 472 西辻　光希 ﾆｼﾂｼﾞ ｺｳｷ 沖縄市 2:00:47436 311 花城　聡真 ﾊﾅｼﾛ ｿｳﾏ 那覇市 2:00:50437 263 山根　龍二 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｼﾞ うるま市 2:00:51438 1083 島袋　勇 ｼﾏﾌﾞｸ ｲｻﾑ 宜野湾市 2:01:03439 623 岡城　良太 ｵｶｼﾛ ﾘｮｳﾀ 那覇市 2:01:12440 833 渡嘉敷　隆博 ﾄｶｼｷ ﾀｶﾋﾛ 沖縄市 2:01:19441 751 金城　隆太 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀ 沖縄市 2:01:20442 338 上間　貴仁 ｳｴﾏ ﾀｶﾋﾄ 南風原町 2:01:24443 651 三好　功 ﾐﾖｼ ｲｻｵ 広島県 2:01:41444 877 仲村　典樹 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｷ 沖縄市 2:01:50445 939 野上　耕太郎 ﾉｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 沖縄市 2:01:54446 1320 愛澤　崇 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶｼ 那覇市 2:01:54447 875 當山　一成 ﾄｳﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 浦添市 2:01:57448 345 玉代勢　興順 ﾀﾏﾖｾ ｺｳｼﾞｭﾝ 那覇市 2:01:57449 1297 浅井　優樹 ｱｻｲ ﾏｻｷ 読谷村 2:01:58450 1425 大西　貴志 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 浦添市 2:01:58451 524 上原　幸治 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 南城市 2:02:02452 457 新宅　一人 ｼﾝﾀｸ ｶｽﾞﾄ 読谷村 2:02:04453 660 宮永　泰考 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾔｽﾀｶ 三重県 2:02:11454 938 三田　瑛允 ﾐﾀ ｱｷﾐﾂ 糸満市 2:02:12455 650 比嘉　靖 ﾋｶﾞ ﾔｽｼ うるま市 2:02:14456 776 安里　勉 ｱｻﾄ ﾂﾄﾑ 北中城村 2:02:18457 780 安里　政泰 ｱｻﾄ ﾏｻﾔｽ 中城村 2:02:20458 1860 与儀　和彦 ﾖｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ うるま市 2:02:26459 499 中川　聖 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 西原町 2:02:30460 456 鎌田　達郎 ｶﾏﾀ ﾀﾂﾛｳ 宜野湾市 2:02:30461 1130 関　浩道 ｾｷ ﾋﾛﾐﾁ 豊見城市 2:02:31462 2589 東江　孝太 ｱｶﾞﾘｴ ｺｳﾀ 西原町 2:02:31463 798 古堅　久雄 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾋｻｵ 沖縄市 2:02:33464 976 新垣　智広 ｱﾗｶｷ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市 2:02:34465 988 知花　晃常 ﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾋｻ 嘉手納町 2:02:35466 1437 高野　大秋 ﾀｶﾉ ﾋﾛｱｷ 那覇市 2:02:37467 1386 伊良波　雄 ｲﾗﾊ ﾕｳ 沖縄市 2:02:41468 302 新里　舜 ｼﾝｻﾞﾄ ｼｭﾝ 与那原町 2:02:57469 1472 川端　智浩 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 嘉手納町 2:02:59470 960 岸　朋直 ｷｼ ﾄﾓﾅｵ 浦添市 2:03:09471 862 矢崎　太三 ﾔｻﾞｷ ﾀｲｿﾞｳ うるま市 2:03:13472 399 樋口　靖之 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ うるま市 2:03:14473 584 眞栄城　安貴 ﾏｴｼﾛ ﾔｽﾀｶ 浦添市 2:03:23474 1471 小磯　順也 ｺｲｿ ｼﾞｭﾝﾔ 宮崎県 2:03:24475 718 山城　裕也 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳﾔ 沖縄市 2:03:25476 834 江島　功一 ｴｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 沖縄市 2:03:25477 543 与那嶺　克也 ﾖﾅﾐﾈ ｶﾂﾔ 南城市 2:03:40478 749 新里　透 ｼﾝｻﾞﾄ ﾄｵﾙ 那覇市 2:03:41479 975 伊集　守男 ｲｼﾞｭ ﾓﾘｵ 北谷町 2:03:43480 539 川畑　賢 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 2:03:51481 835 堀井　耕二 ﾎﾘｲ ｺｳｼﾞ 北谷町 2:03:53482 1233 新崎　天琉 ｱﾗｻｷ ﾀｹﾙ 那覇市 2:03:57483 1603 稲田　大河 ｲﾅﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 金武町 2:03:58484 1421 山川　勝 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾙ 那覇市 2:04:00485 352 知念　徹 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 名護市 2:04:07486 571 vargas adrian kevin vargas adrian kevin 外国人 2:04:11487 1849 具志堅　典和 ｸﾞｼｹﾝ ﾉﾘｶｽﾞ 那覇市 2:04:11488 1380 碓井　道仁 ｳｽｲ ﾐﾁﾄ 那覇市 2:04:13489 711 嘉数　幸治 ｶｶｽﾞ ｺｳｼﾞ 西原町 2:04:18490 467 松田　隼人 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ 読谷村 2:04:22491 1117 宮里　勝幸 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶﾂﾕｷ 宜野湾市 2:04:24492 412 上間　直 ｳｴﾏ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:04:24493 675 宮城　研司 ﾐﾔｷﾞ ｹﾝｼﾞ 名護市 2:04:28494 742 金城　正臣 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾄﾐ 糸満市 2:04:31495 1026 大木　克也 ｵｵｷﾞ ｶﾂﾔ 和歌山県 2:04:32496 234 野下　昂平 ﾉｼﾀ ｺｳﾍｲ 沖縄市 2:04:38



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7497 2110 石川　眞義 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾖｼ 宜野湾市 2:04:40498 997 陳　勝 ﾁﾝ ｾｲ うるま市 2:04:42499 1206 島袋　勉 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾂﾄﾑ 北谷町 2:04:43500 1044 湯本　加津男 ﾕﾓﾄ ｶﾂﾞｵ 久米島町 2:04:44501 2300 足立　貴志 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 沖縄市 2:04:45502 1102 仲宗根　卓哉 ﾅｶｿﾈ ﾀｸﾔ うるま市 2:04:47503 238 大川　髙広 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾋﾛ うるま市 2:04:47504 451 Rowlett Milton James Rowlett Milton James 外国人 2:04:47505 911 立津　邦康 ﾀﾃﾂ ｸﾆﾔｽ 浦添市 2:04:50506 419 林　知明 ﾊﾔｼ ﾄﾓｱｷ 東京都 2:04:51507 2022 うら　しゅうや ｳﾗ ｼｭｳﾔ 嘉手納町 2:05:01508 1005 上原　諒大 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 那覇市 2:05:04509 230 川満　恵悟 ｶﾜﾐﾂ ｹｲｺﾞ 沖縄市 2:05:10510 1266 島袋　竜輔 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｽｹ 南城市 2:05:16511 1204 上原　圭太 ｳｴﾊﾗ ｹｲﾀ 那覇市 2:05:19512 494 當眞　嗣敏 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾄｼ うるま市 2:05:21513 994 向山　諒 ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｮｳ 那覇市 2:05:23514 1115 前里　幸雄 ﾏｴｻﾞﾄ ﾕｷｵ 浦添市 2:05:26515 898 赤嶺　秀人 ｱｶﾐﾈ ﾋﾃﾞﾄ 那覇市 2:05:32516 729 玉城　健一郎 ﾀﾏｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 浦添市 2:05:39517 166 大城　翼 ｵｵｼﾛ ﾂﾊﾞｻ 宜野湾市 2:05:41518 606 ﾀｸｼ 真樹 ﾀｸｼ ﾏｻｷ うるま市 2:05:42519 1450 宮城　春明 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｱｷ 那覇市 2:05:44520 425 玉城　政典 ﾀﾏｼﾛ ﾏｻﾉﾘ 那覇市 2:05:47521 2368 小島　和也 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 沖縄市 2:05:49522 3016 日永田　吏久 ﾋｴｲﾀﾞ ﾘｸ 那覇市 2:05:51523 882 矢野　泰治 ﾔﾉ ﾔｽｼﾞ 浦添市 2:05:51524 588 伊波　旭樹 ｲﾊ ﾃﾙｷ うるま市 2:05:56525 3069 安里　健 ｱｻﾄ ｹﾝ 北谷町 2:06:05526 612 玉那覇　宏之 ﾀﾏﾅﾊ ﾋﾛﾕｷ 浦添市 2:06:05527 2061 Henry Nikolas Henry Nikolas 外国人 2:06:06528 576 古堅　大喜 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾀﾞｲｷ 那覇市 2:06:12529 1982 仲吉　朝之 ﾅｶﾖｼ ﾄﾓﾕｷ 那覇市 2:06:15530 1121 大栗　正之 ｵｵｸﾞﾘ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 2:06:18531 1578 仲本　美隆 ﾅｶﾓﾄ ﾖｼﾀｶ うるま市 2:06:20532 1933 金井　海瑠 ｶﾅｲ ｳﾐﾙ 沖縄市 2:06:22533 286 仲嶺　真弥 ﾅｶﾐﾈ ｼﾝﾔ 北中城村 2:06:26534 823 島尻　慧 ｼﾏｼﾞﾘ ｻﾄｼ 宜野湾市 2:06:29535 905 真栄平　司 ﾏｴﾋﾗ ﾂｶｻ 浦添市 2:06:31536 1128 山城　博康 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾔｽ うるま市 2:06:31537 1302 島田　将司 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 那覇市 2:06:35538 1446 陣内　孝 ｼﾞﾝﾅｲ ﾀｶｼ 浦添市 2:06:37539 1149 平沢　佳宏 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 2:06:38540 1413 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 2:06:39541 1831 新里　充 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐﾂﾙ 名護市 2:06:43542 144 仲西　智秀 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾋﾃﾞ うるま市 2:06:44543 810 照喜名　朝仁 ﾃﾙｷﾅ ﾄﾓﾋﾄ 那覇市 2:06:45544 279 眞鶴　健太郎 ﾏﾂﾞﾙ ｹﾝﾀﾛｳ うるま市 2:06:46545 782 新里　薫 ｼﾝｻﾞﾄ ｶｵﾙ 沖縄市 2:06:47546 1402 伊波　善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 読谷村 2:06:50547 679 本多　冬樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾕｷ 兵庫県 2:06:51548 1790 平田　直大 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾋﾛ 那覇市 2:06:53549 134 がなは　つよし ｶﾞﾅﾊ ﾂﾖﾂ 恩納村 2:06:56550 564 新垣　敏 ｱﾗｶｷ ｻﾄｼ 沖縄市 2:06:59551 2789 下地　博次 ｼﾓｼﾞ ﾋﾛｼﾞ 宮古島市 2:07:00552 879 當山　清朋 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾄﾓ 浦添市 2:07:09553 842 角田　貴宏 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 豊見城市 2:07:10554 2179 内原　潤之介 ｳﾁﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 那覇市 2:07:11555 597 中島　圭崇 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾀｶ 豊見城市 2:07:13556 785 野上　大介 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 2:07:27557 896 玉城　金太 ﾀﾏｼﾛ ｷﾝﾀ 北中城村 2:07:29558 185 田原　雄次 ﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:07:29



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7559 723 屋富祖　和則 ﾔﾌｿ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市 2:07:29560 1767 桃原　武義 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾀｹﾖｼ 沖縄市 2:07:29561 1499 大嶺　勝 ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾙ うるま市 2:07:31562 1978 仲田　佳介 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 沖縄市 2:07:33563 106 比嘉　健貴 ﾋｶﾞ ﾀﾂｷ 豊見城市 2:07:33564 268 前門　勇人 ﾏｴｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ うるま市 2:07:44565 1929 田中　正三 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 東京都 2:07:45566 390 阿部　嘉裕 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県 2:07:48567 926 宮城　俊 ﾐﾔｷﾞ ｼｭﾝ 糸満市 2:07:48568 1596 平安名　司 ﾍﾝﾅ ﾂｶｻ 八重瀬町 2:07:49569 1123 照屋　住夫 ﾃﾙﾔ ｽﾐｵ 読谷村 2:07:57570 1434 新城　征史 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｼ うるま市 2:07:58571 1759 盛田　浩之 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 八重瀬町 2:07:59572 1641 Alexander Ramone Jamar Alexander Ramone Jamar 外国人 2:08:06573 1401 山城　満 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾂﾙ 沖縄市 2:08:06574 2354 久保　裕次郎 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 那覇市 2:08:08575 989 玉寄　卓見 ﾀﾏﾖｾ ﾀｸﾐ 宜野湾市 2:08:10576 1173 新垣　達也 ｱﾗｶｷ ﾀﾂﾔ 那覇市 2:08:14577 859 大和　操 ﾔﾏﾄ ﾐｻｵ 島根県 2:08:22578 1593 末永　拓也 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 読谷村 2:08:26579 558 當山　善助 ﾄｳﾔﾏ ｾﾞﾝｽｹ 宜野湾市 2:08:27580 1156 鈴木　一人 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 那覇市 2:08:35581 857 浅香　里志 ｱｻｶ ｻﾄｼ 栃木県 2:08:40582 1825 島根　亮 ｼﾏﾈ ﾘｮｳ 糸満市 2:08:42583 920 豊濱　光貴 ﾄﾖﾊﾏ ﾐﾂﾀｶ 沖縄市 2:08:53584 902 筑木　久雄 ﾂﾂﾞｷ ﾋｻｵ 那覇市 2:08:55585 389 仲田　守貴 ﾅｶﾀﾞ ﾓﾘﾀｶ 名護市 2:08:59586 689 上間　南海斗 ｳｴﾏ ﾅﾐﾄ 浦添市 2:09:01587 1241 金城　善治 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾊﾙ うるま市 2:09:03588 596 生田　志信 ｲｸﾀ ｼﾉﾌﾞ 北谷町 2:09:03589 955 松本　貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 宜野湾市 2:09:03590 682 牧志　倫 ﾏｷｼ ﾋﾄｼ 宜野湾市 2:09:05591 1296 高橋　宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:09:10592 958 宮良　的求 ﾐﾔﾗ ﾏｻｷ 豊見城市 2:09:10593 724 西平　守宏 ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘﾋﾛ 宜野湾市 2:09:13594 849 宮良　洋一郎 ﾐﾔﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 南風原町 2:09:22595 1196 天久　健二 ｱﾒｸ ｹﾝｼﾞ 読谷村 2:09:25596 1732 佐藤　新 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 西原町 2:09:25597 447 宮城　雄作 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｻｸ 那覇市 2:09:29598 2039 JACOBSON JOHN CHRISTIANJACOBSON JOHN CHRISTIANうるま市 2:09:34599 280 又吉　直樹 ﾏﾀﾖｼ ﾅｵｷ うるま市 2:09:35600 333 伊智　優太 ｲﾁ ﾕｳﾀ 浦添市 2:09:38601 468 仲村　敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ うるま市 2:09:40602 1074 赤平　梓 ｱｶﾋﾗ ｱｽﾞｻ うるま市 2:09:41603 479 島袋　裕太郎 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳﾀﾛｳ うるま市 2:09:44604 986 仲村　稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 那覇市 2:09:45605 2692 又吉　拓哉 ﾏﾀﾖｼ ﾀｸﾔ 宜野湾市 2:09:46606 663 神田　忍 ｶﾝﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 2:09:47607 1678 仲本　吉夫 ﾅｶﾓﾄ ﾖｼｵ 名護市 2:09:48608 998 桃原　勝也 ﾄｳﾊﾞﾙ ｶﾂﾔ 沖縄市 2:09:49609 1683 大城　盛太 ｵｵｼﾛ ｾｲﾀ 浦添市 2:09:51610 1114 西平　守克 ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘｶﾂ 与那原町 2:09:52611 380 運道　祐一郎 ｳﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ うるま市 2:10:15612 861 強田　健治 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2:10:16613 953 平良　良公 ﾀｲﾗ ﾖｼﾄﾓ 宜野湾市 2:10:17614 1583 嘉手納　昇 ｶﾃﾞﾅ ﾉﾎﾞﾙ 南風原町 2:10:17615 1050 伊礼　嘉則 ｲﾚｲ ﾖｼﾉﾘ 沖縄市 2:10:22616 1255 屋良　朝洋 ﾔﾗ ﾄﾓﾋﾛ うるま市 2:10:25617 777 石川　清太 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 那覇市 2:10:33618 873 西　隆雄 ﾆｼ ﾀｶｵ 糸満市 2:10:34619 515 安里　隼斗 ｱｻﾄ ﾊﾔﾄ 那覇市 2:10:34620 985 永山　盛克 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾓﾘｶﾂ 浦添市 2:10:40



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7621 582 林田　大志 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀﾞｲｼ 那覇市 2:10:43622 1838 縄手　正裕 ﾅﾜﾃ ﾏｻﾋﾛ 浦添市 2:10:44623 1418 鳩間　用祐 ﾊﾄﾏ ﾖｳｽｹ 浦添市 2:10:46624 692 與那嶺　力 ﾖﾅﾐﾈ ﾂﾄﾑ 浦添市 2:10:48625 3246 永山　聖剛 ﾅｶﾞﾔﾏ ｷﾖﾀｹ 沖縄市 2:10:51626 489 三谷　千春 ﾐﾀﾆ ﾁﾊﾙ 那覇市 2:10:52627 952 照屋　恵一 ﾃﾙﾔ ｹｲｲﾁ 浦添市 2:10:55628 497 古谷　祐二 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:11:07629 2971 宮城　大介 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宜野湾市 2:11:12630 262 Porter Sylvester Emmett Porter Sylvester Emmett 沖縄市 2:11:15631 1684 Nieto Milton Nieto Milton 外国人 2:11:17632 1409 ｼｪｰﾌﾞﾙ ﾏｲｹﾙ ｼｪｰﾌﾞﾙ ﾏｲｹﾙ 沖縄市 2:11:17633 1415 吉野　孝幸 ﾖｼﾉ ﾀｶﾕｷ 沖縄市 2:11:21634 1277 山田　貴喜 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｷ 浦添市 2:11:23635 2091 喜納　政作 ｷﾅ ｾｲｻｸ 今帰仁村 2:11:24636 637 川上　勝俊 ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾄｼ 沖縄市 2:11:26637 1139 Guevara Armando Jorge Guevara Armando Jorge 外国人 2:11:27638 411 春山　高広 ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 2:11:31639 2407 Lamis C Rosendo Lamis C Rosendo 外国人 2:11:33640 1794 山入端　勝 ﾔﾏﾉﾊ ﾏｻﾙ 西原町 2:11:34641 1720 島袋　桂多 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲﾀ うるま市 2:11:34642 1465 兼次　憲一 ｶﾈｼ ｹﾝｲﾁ 那覇市 2:11:38643 1362 竹内　隆公 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 2:11:40644 1040 潮平　耐 ｼｵﾋﾗ ﾂﾖｼ 北谷町 2:11:43645 962 奥間　政人 ｵｸﾏ ﾏｻﾄ うるま市 2:11:44646 1171 金城　利治 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾊﾙ うるま市 2:11:48647 1779 鈴木　祥宏 ｽｽﾞｷ ｻﾁﾋﾛ うるま市 2:11:51648 789 斎藤　隆行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ うるま市 2:11:55649 2247 比嘉　宣光 ﾋｶﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 那覇市 2:11:56650 1195 松島　一樹 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ 中城村 2:12:02651 802 小林　弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ うるま市 2:12:10652 630 仲地　克彦 ﾅｶﾁ ｶﾂﾋｺ 沖縄市 2:12:14653 1485 北原　慎一郎 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市 2:12:18654 1107 富田　英之 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ うるま市 2:12:19655 2980 當山　邦彦 ﾄｳﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 南城市 2:12:19656 2467 奥平　芳樹 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾖｼｷ 浦添市 2:12:25657 765 大嵩　賢作 ｵｵﾀｹ ｹﾝｻｸ 八重瀬町 2:12:27658 774 嵩本　純 ﾀｹﾓﾄ ｱﾂｼ 西原町 2:12:29659 1792 砂川　明徳 ｽﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 浦添市 2:12:35660 1412 山城　健太 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝﾀ 名護市 2:12:36661 852 喜納　政樹 ｷﾅ ﾏｻｷ うるま市 2:12:40662 2200 石谷　伸一 ｲｼﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:12:47663 517 屋良　彰茂 ﾔﾗ ｱｷｼｹﾞ 沖縄市 2:12:53664 1136 高安　壮太 ﾀｶﾔｽ ｿｳﾀ 那覇市 2:12:53665 1368 外山　義孝 ﾄﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 南城市 2:12:54666 1219 仲本　勝 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾙ うるま市 2:12:59667 1885 玉城　修 ﾀﾏｷ ｵｻﾑ 宜野湾市 2:13:03668 1634 藤田　徹雄 ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂｵ 宜野湾市 2:13:04669 1564 西平　賀成 ﾆｼﾋﾗ ﾖｼﾅﾘ 南城市 2:13:12670 1884 高良　光一 ﾀｶﾗ ｺｳｲﾁ 浦添市 2:13:15671 949 東江　久雄 ｱｶﾞﾘｴ ﾋｻｵ 読谷村 2:13:15672 867 首里　良和 ｼｭﾘ ﾖｼｶｽﾞ 西原町 2:13:16673 580 島袋　愛基 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｲｷ 沖縄市 2:13:20674 1250 長堂　吉明 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ うるま市 2:13:27675 1133 佐久間　瞬 ｻｸﾏ ｼｭﾝ 那覇市 2:13:32676 1162 小野　準一 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 本部町 2:13:33677 518 上地　浩亮 ｳｴﾁ ﾋﾛｱｷ 沖縄市 2:13:35678 640 新垣　尚志 ｱﾗｶｷ ﾅｵｼ 沖縄市 2:13:44679 2013 井岡　正浩 ｲｵｶ ﾏｻﾋﾛ 北谷町 2:13:44680 2355 宮城　元 ﾐﾔｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 2:13:45681 1309 島袋　貴史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｶｼ 名護市 2:13:45682 1562 池田　幸太郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 沖縄市 2:13:45



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7683 1870 比嘉　大地 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 那覇市 2:13:47684 972 仲間　順次 ﾅｶﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ うるま市 2:13:47685 1922 金城　智之 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 与那原町 2:13:49686 1111 安村　光市 ﾔｽﾑﾗ ｺｳｲﾁ うるま市 2:13:50687 770 杉山　龍之介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 豊見城市 2:13:50688 1940 岡部　皓一 ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ 大分県 2:13:51689 1419 嵩本　盛彦 ﾀｹﾓﾄ ﾓﾘﾋｺ 八重瀬町 2:13:52690 347 村木　一友 ﾑﾗｷ ｶｽﾞﾄﾓ 豊見城市 2:13:54691 734 平良　恵亮 ﾀｲﾗ ｹｲｽｹ うるま市 2:13:58692 1218 天願　晃斗 ﾃﾝｶﾞﾝ ｱｷﾄ うるま市 2:13:59693 2523 野原　大奨 ﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 2:13:59694 1993 野原　由孝 ﾉﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 那覇市 2:13:59695 2296 具志堅　徳明 ｸﾞｼｹﾝ ﾄｸﾒｲ 沖縄市 2:14:03696 434 山内　貴之 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾕｷ 南城市 2:14:04697 738 森　貴洋 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 沖縄市 2:14:05698 1138 宮本　直樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 那覇市 2:14:08699 1104 与那嶺　学 ﾖﾅﾐﾈ ﾏﾅﾌﾞ 西原町 2:14:11700 2696 水野　秀則 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石垣市 2:14:13701 2042 渡嘉敷　哲誠 ﾄｶｼｷ ﾃﾂｾｲ 那覇市 2:14:18702 1235 嘉数　東陽 ｶｶｽﾞ ﾄｳﾖｳ 那覇市 2:14:24703 475 大城　史晃 ｵｵｼﾛ ﾌﾐｱｷ 南風原町 2:14:26704 2641 Little William Thomas Little William Thomas 金武町 2:14:26705 1031 山口　和慈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ 沖縄市 2:14:28706 683 仲間　教之 ﾅｶﾏ ﾉﾘﾕｷ 南城市 2:14:29707 1439 石川　健二 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ うるま市 2:14:34708 1030 塩山　泰章 ｼｵﾔﾏ ﾔｽｱｷ うるま市 2:14:37709 1846 前田　紀志 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 宜野湾市 2:14:40710 737 大城　基明 ｵｵｼﾛ ﾓﾄｱｷ うるま市 2:14:43711 391 新垣　保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 名護市 2:14:44712 460 大城　哲也 ｵｵｼﾛ ﾃﾂﾔ 沖縄市 2:14:46713 3183 宮城　大輔 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 2:14:49714 1361 島袋　富行 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋｻﾕｷ 那覇市 2:14:52715 3265 坂元　公一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 与那原町 2:14:57716 3184 藤森　翔 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳ 那覇市 2:15:04717 384 粟國　健太郎 ｱｸﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 2:15:04718 1804 上運天　啓介 ｳｴｳﾝﾃﾝ ｹｲｽｹ うるま市 2:15:10719 736 金城　忍 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾉﾌﾞ 宜野湾市 2:15:17720 1397 仲本　文武 ﾅｶﾓﾄ ﾌﾐﾀｹ 南城市 2:15:19721 1423 嘉数　昌寛 ｶｶｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 那覇市 2:15:21722 534 城間　久志 ｼﾛﾏ ﾋｻｼ 西原町 2:15:22723 215 柴田　純 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 那覇市 2:15:23724 954 岡田　茂裕 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 浦添市 2:15:25725 1153 宮下　泰彦 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾋｺ うるま市 2:15:29726 1209 我那覇　智 ｶﾞﾅﾊ ｻﾄｼ 浦添市 2:15:32727 828 上江洲　智一郎 ｳｴｽﾞ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 那覇市 2:15:37728 1396 座間味　正臣 ｻﾞﾏﾐ ﾏｻｵﾐ 南城市 2:15:41729 2581 Gomez Julian Gomez Julian 外国人 2:15:41730 3241 島袋　浩保 ﾂﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾔｽ 沖縄市 2:15:42731 296 松田　貴澄 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｽﾞﾐ うるま市 2:15:46732 1036 續　翔也 ﾂﾂﾞｷ ｼｮｳﾔ うるま市 2:15:46733 941 上藏　英則 ｳｴｸﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 2:15:49734 752 儀間　正樹 ｷﾞﾏ ﾏｻｷ 宜野湾市 2:15:54735 559 矢澤　真将 ﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 恩納村 2:15:56736 720 野口　正幸 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 那覇市 2:15:58737 2326 佐久間　大幾 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｷ 沖縄市 2:15:58738 1781 高槻　洋史 ﾀｶﾂｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:16:02739 1329 SCELSI NICHOLAS ｽｹﾙｼ ﾆｺﾗｽ 宜野湾市 2:16:03740 1011 前新屋　慧 ﾏｴｼﾝﾔ ｹｲ 沖縄市 2:16:09741 1852 DeJesus Carlos Christopher DeJesus Carlos Christopher 外国人 2:16:15742 2743 本多　剛 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:16:18743 2367 田中　洋人 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 沖縄市 2:16:19744 1479 比嘉　正和 ﾋｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 那覇市 2:16:21



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7745 644 德山　利明 ﾄｸﾔﾏ ﾄｼｱｷ うるま市 2:16:21746 3070 嘉陽　澄人 ｶﾖｳ ｽﾐﾄ 那覇市 2:16:25747 990 喜舎場　清一 ｷｼｬﾊﾞ ｾｲｲﾁ 中城村 2:16:30748 601 杉本　恭一 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｲﾁ 東京都 2:16:33749 1110 酒井　圭治 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ 沖縄市 2:16:35750 1985 門脇　司 ｶﾄﾞﾜｷ ﾂｶｻ 那覇市 2:16:35751 2265 田口　幸二 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ うるま市 2:16:35752 704 石川　功 ｲｼｶﾜ ｲｻｵ 宜野湾市 2:16:37753 1071 嶺井　則孝 ﾐﾈｲ ﾉﾘﾀｶ 宜野湾市 2:16:37754 755 仲宗根　正樹 ﾅｶｿﾈ ﾏｻｷ 北中城村 2:16:37755 509 濱川　貴成 ﾊﾏｶﾜ ﾀｶﾖｼ 沖縄市 2:16:37756 2539 仲本　博一 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 浦添市 2:16:38757 1445 下地　正 ｼﾓｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 豊見城市 2:16:40758 2316 上門　慎太郎 ｳｴｼﾞｮｳ ｼﾝﾀﾛｳ うるま市 2:16:40759 2173 宮城　要 ﾐﾔｷﾞ ﾖｳ 南城市 2:16:43760 1023 島袋　篤 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾂｼ 宜野湾市 2:16:43761 948 諸見　勇一 ﾓﾛﾐ ﾕｳｲﾁ うるま市 2:16:46762 1828 知花　弘明 ﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市 2:16:51763 813 飯川　賢 ｲｲｶﾜ ｹﾝ 神奈川県 2:16:55764 449 山鹿　勝広 ﾔﾏｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 那覇市 2:16:57765 1109 仲間　務 ﾅｶﾏ ﾂﾄﾑ 沖縄市 2:17:06766 1433 伊礼　和則 ｲﾚｲ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市 2:17:07767 936 登川　勝洋 ﾄｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 沖縄市 2:17:15768 1135 小橋川　広樹 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾛｷ うるま市 2:17:23769 2311 石川　圭吾 ｲｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 沖縄市 2:17:28770 1342 仲村渠　正弘 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市 2:17:29771 2036 横山　和孝 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 北中城村 2:17:29772 1575 岩切　良寛 ｲﾜｷﾘ ﾖｼﾋﾛ 那覇市 2:17:30773 1488 岸本　大悟 ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 浦添市 2:17:31774 705 ﾊﾞｰｸ ﾙｲｽ ﾊﾞｰｸ ﾙｲｽ 浦添市 2:17:31775 745 喜屋武　仁 ｷｬﾝ ﾋﾄｼ 北中城村 2:17:33776 693 謝花　良幸 ｼﾞｬﾊﾅ ﾖｼﾕｷ 宜野湾市 2:17:36777 624 渡名喜　興俊 ﾄﾅｷ ｺｳｼｭﾝ 那覇市 2:17:36778 950 倉本　昌明 ｸﾗﾓﾄ ﾏｻｱｷ 那覇市 2:17:37779 1652 金城　清治 ｷﾝｼﾞｮｳ ｷﾖﾊﾙ 浦添市 2:17:43780 992 島田　豊 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ うるま市 2:17:48781 1254 伊礼　秀弥 ｲﾚｲ ﾋﾃﾞﾔ うるま市 2:17:50782 701 Medero David Ramon Medero David Ramon 宜野湾市 2:17:54783 1470 鳴川　宜邦 ﾅﾙｶﾜ ﾖｼｸﾆ 東京都 2:17:54784 2373 與那嶺　公志 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｻｼ 南風原町 2:17:56785 583 安慶名　守 ｱｹﾞﾅ ﾏﾓﾙ うるま市 2:17:56786 544 名嘉真　友繁 ﾅｶﾏ ﾄﾓｼｹﾞ うるま市 2:17:58787 2303 喜舎場　昂大 ｷｼｬﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ 読谷村 2:18:03788 1403 堀川　静郎 ﾎﾘｶﾜ ｼｽﾞｵ 糸満市 2:18:04789 2873 比嘉　一聖 ﾋｶﾞ ｲｯｾｲ 沖縄市 2:18:06790 814 奥平　一男 ｵｸﾋﾗ ｶｽﾞｵ うるま市 2:18:08791 1605 宮城　亮平 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 八重瀬町 2:18:08792 1147 安和　秀剛 ｱﾜ ﾋﾃﾞﾀｹ 沖縄市 2:18:12793 2171 高垣　弘志 ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:18:13794 3024 照屋　直樹 ﾃﾙﾔ ﾅｵｷ 中城村 2:18:14795 684 大庭　邦明 ｵｵﾊﾞ ｸﾆｱｷ うるま市 2:18:16796 1939 仲村　潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 南城市 2:18:18797 1188 大村　一 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ うるま市 2:18:19798 2863 新垣　拓茉 ｱﾗｶｷ ﾀｸﾏ 中城村 2:18:20799 1937 古波倉　一男 ｺﾊｸﾞﾗ ｶｽﾞｵ 糸満市 2:18:21800 1378 玉城　祐貴 ﾀﾏｷ ﾕｳｷ 那覇市 2:18:23801 1512 平良　次 ﾀｲﾗ ﾔﾄﾞﾙ 大宜味村 2:18:23802 2153 玉城　広樹 ﾀﾏｷ ﾋﾛｷ 南風原町 2:18:24803 2152 玉城　剛 ﾀﾏｷ ﾂﾖｼ 南風原町 2:18:24804 1938 川住　康彦 ｶﾜｽﾐ ﾔｽﾋｺ 那覇市 2:18:25805 540 Evenson G Thomas Evenson G Thomas 外国人 2:18:31806 1572 與那覇　勇 ﾖﾅﾊ ﾀｹｼ 宜野湾市 2:18:34



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7807 1758 永山　直樹 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 沖縄市 2:18:37808 440 奥間　政吾 ｵｸﾏ ｾｲｺﾞ うるま市 2:18:41809 892 比嘉　武哉 ﾋｶﾞ ﾀｹﾔ 北中城村 2:18:41810 1597 中村　聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 那覇市 2:18:42811 104 永本　直樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 沖縄市 2:18:44812 1461 木村　智弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 名護市 2:18:45813 959 下地　淳巳 ｼﾓｼﾞ ｱﾂﾐ 那覇市 2:18:45814 934 Richard Holguin Richard Holguin 宜野湾市 2:18:47815 500 渡久地　政滋 ﾄｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 南風原町 2:18:48816 1008 奥野　憲夫 ｵｸﾉ ﾉﾘｵ 大阪府 2:18:49817 957 岸本　浩行 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 2:18:49818 2058 上間　義之 ｳｴﾏ ﾖｼﾕｷ うるま市 2:18:51819 910 中井　英樹 ﾅｶｲ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 2:18:51820 1697 大城　良拓 ｵｵｼﾛ ﾘｮｳﾀｸ 浦添市 2:18:52821 433 金城　智之 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 宜野湾市 2:18:55822 428 宮城　一英 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 南風原町 2:19:12823 401 佐々木　一平 ｻｻｷ ｲｯﾍﾟｲ うるま市 2:19:14824 1028 玉木　玄一朗 ﾀﾏｷ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 浦添市 2:19:17825 1710 喜納　一哉 ｷﾅ ｶｽﾞﾔ 那覇市 2:19:17826 547 仲村　時範 ﾅｶﾑﾗ ﾄｷﾉﾘ うるま市 2:19:18827 1630 砂川　智弥 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 南風原町 2:19:19828 2372 熊谷　海士 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 北中城村 2:19:21829 763 池田　勇三 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 大阪府 2:19:21830 1536 柴引　悟 ｼﾊﾞﾋｷ ｻﾄﾙ 沖縄市 2:19:22831 1818 成岡　義光 ﾅﾘｵｶ ﾖｼﾐﾂ 南城市 2:19:22832 3176 又吉　哲朗 ﾏﾀﾖｼ ﾃﾂﾛｳ 沖縄市 2:19:22833 1654 城間　雄一 ｼﾛﾏ ﾕｳｲﾁ 沖縄市 2:19:25834 672 佐々木　彰 ｻｻｷ ｱｷﾗ 沖縄市 2:19:28835 1579 知念　修 ﾁﾈﾝ ｵｻﾑ 沖縄市 2:19:30836 1145 Guillard Jean Marius Olivier Guillard Jean Marius Olivier 外国人 2:19:31837 1148 真謝　永樹 ﾏｼﾞｬ ｴｲｷ 浦添市 2:19:31838 1376 宮城　元樹 ﾐﾔｷﾞ ｹﾞﾝｷ 南風原町 2:19:35839 2522 野原　幸彦 ﾉﾊﾗ ﾕｷﾋｺ 那覇市 2:19:38840 1473 新崎　盛仁 ｱﾗｻｷ ﾓﾘﾋﾄ 読谷村 2:19:41841 2340 金城　隆 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 浦添市 2:19:45842 699 喜納　政吉 ｷﾅ ﾏｻﾖｼ 恩納村 2:19:45843 2488 鈴木　孝典 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 沖縄市 2:19:45844 1542 宮里　徳也 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾉﾘﾔ 沖縄市 2:19:46845 1966 小浜　泰一 ｺﾊﾏ ﾔｽｶｽﾞ 西原町 2:19:47846 1082 島袋　晋一 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾝｲﾁ 沖縄市 2:19:47847 358 岩根　直弥 ｲﾜﾈ ﾅｵﾔ 那覇市 2:19:49848 1051 比嘉　航 ﾋｶﾞ ﾜﾀﾙ 宜野湾市 2:20:00849 818 ｷﾞﾏ　ｼﾝｺｳ ｷﾞﾏ ｼﾝｺｳ 那覇市 2:20:03850 1088 照屋　達也 ﾃﾙﾔ ﾀﾂﾔ 沖縄市 2:20:06851 1240 島袋　友宏 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋﾛ 南風原町 2:20:07852 1909 伊禮　俊充 ｲﾚｲ ﾄｼﾐﾂ 宜野湾市 2:20:07853 918 新　良克 ｱﾗ ﾖｼｶﾂ 南風原町 2:20:10854 2390 松田　龍樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂｷ うるま市 2:20:11855 1571 和田　央行 ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 浦添市 2:20:14856 2347 町原　浩 ﾏﾁﾊﾗ ﾋﾛｼ 石垣市 2:20:16857 536 森山　秀樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 沖縄市 2:20:19858 1584 具志　榮健 ｸﾞｼ ｴｲｹﾝ 那覇市 2:20:21859 766 Williams Levi Williams Levi 北谷町 2:20:25860 1215 石川　大希 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 南城市 2:20:26861 1854 Weidenbach C Joseph Weidenbach C Joseph 外国人 2:20:29862 1404 比嘉　英代 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞﾖ 宜野湾市 2:20:30863 1407 安西　茂 ｱﾝｻﾞｲ ｼｹﾞﾙ 浦添市 2:20:30864 806 翁長　伸安 ｵﾅｶﾞ ｼﾝｱﾝ 那覇市 2:20:35865 974 喜屋武　力 ｷｬﾝ ﾂﾄﾑ 北中城村 2:20:35866 1164 佐藤　乃悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 大阪府 2:20:36867 1278 比嘉　亮 ﾋｶﾞ ﾘｮｳ 沖縄市 2:20:37868 1146 伊波　直哉 ｲﾊ ﾅｵﾔ 沖縄市 2:20:38



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7869 1859 兼城　努 ｶﾈｼﾛ ﾂﾄﾑ 沖縄市 2:20:38870 1515 平良　啓貴 ﾀｲﾗ ﾋﾛｷ 南風原町 2:20:39871 1670 井生　哲男 ｲｵ ﾃﾂｵ 浦添市 2:20:40872 1923 Borja Robert Borja Robert 外国人 2:20:40873 3040 宮城　秀敏 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 那覇市 2:20:43874 2498 大下　良志 ｵｵｼﾓ ﾖｼﾕｷ 豊見城市 2:20:46875 2185 浦原　正行 ｳﾗﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 那覇市 2:20:52876 1619 座波　寿允 ｻﾞﾊ ﾄｼﾐﾂ 浦添市 2:21:02877 2103 島尻　晃樹 ｼﾏｼﾞﾘ ｺｳｷ 宜野湾市 2:21:05878 1642 伊波　大樹 ｲﾊ ﾀｲｷ 沖縄市 2:21:06879 1872 仲宗根　昇 ﾅｶｿﾈ ﾉﾎﾞﾙ 沖縄市 2:21:14880 1898 小山　雄三 ｺﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ 東京都 2:21:25881 732 座波　英樹 ｻﾞﾊ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 2:21:30882 2396 新川　颯人 ｱﾗｶﾜ ﾊﾔﾄ 沖縄市 2:21:31883 1331 河野　聡史 ｶﾜﾉ ｻﾄｼ 福岡県 2:21:33884 1141 ｳｼﾞｬｯｶｳｽｷｰ ﾕﾘｶ ｳｼﾞｬｯｶｳｽｷｰ ﾕﾘｶ うるま市 2:21:37885 496 chad tidwell chad tidwell 外国人 2:21:39886 1753 河野　哲也 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ うるま市 2:21:41887 1931 波平　恵太 ﾅﾐﾋﾗ ｹｲﾀ 宜野湾市 2:21:42888 1495 伊波　充 ｲﾊ ﾐﾂﾙ うるま市 2:21:44889 947 泉川　宏 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 那覇市 2:21:46890 2718 棚原　由喜 ﾀﾅﾊﾗ ﾕｳｷ 青森県 2:21:49891 1755 吉田　潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浦添市 2:21:49892 326 玉那覇　亮 ﾀﾏﾅﾊ ﾘｮｳ うるま市 2:21:50893 706 大川　聡 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 金武町 2:21:54894 3054 梶　真太朗 ｶｼﾞ ｼﾝﾀﾛｳ うるま市 2:21:54895 386 前田　哲也 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ うるま市 2:22:01896 1466 嶺井　強成 ﾐﾈｲ ｷｮｳﾅﾘ 西原町 2:22:04897 2262 Walton Tyler Colby Walton Tyler Colby 外国人 2:22:05898 1399 石嶺　哲也 ｲｼﾐﾈ ﾃﾂﾔ うるま市 2:22:06899 2219 渡邊　崇史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ うるま市 2:22:09900 1347 知念　慶也 ﾁﾈﾝ ｹｲﾔ 糸満市 2:22:10901 625 鈴木　英範 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 那覇市 2:22:21902 1727 津波古　守一 ﾂﾊｺ ﾓﾘｶｽﾞ 宜野座村 2:22:25903 1664 仲宗根　卓 ﾅｶｿﾈ ｽｸﾞﾙ 中城村 2:22:28904 1959 黒木　一平 ｸﾛｷ ｲｯﾍﾟｲ 宜野湾市 2:22:31905 912 大城　宜哉 ｵｵｼﾛ ﾖｼﾔ 那覇市 2:22:34906 1901 清水　宏明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:22:40907 1902 清水　公貴 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 愛知県 2:22:41908 1577 田村　良彦 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾋｺ うるま市 2:22:42909 811 松田　学 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 読谷村 2:22:45910 1865 宮城　英弘 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 那覇市 2:22:47911 1417 当銘　雅人 ﾄｳﾒ ﾏｻﾄ 沖縄市 2:22:49912 735 金元　優樹 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 西原町 2:22:50913 1932 金城　睦佳 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾑﾂｶ 嘉手納町 2:22:50914 2290 小橋川　貴樹 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾀｶｷ 西原町 2:22:51915 980 入江　恭之 ｲﾘｴ ﾔｽﾕｷ 那覇市 2:22:55916 2038 前當　昌貴 ﾏｴﾄｳ ﾏｻﾀｶ 沖縄市 2:23:01917 1432 安座間　永 ｱｻﾞﾏ ﾋｻｼ 浦添市 2:23:02918 1129 外間　喜武 ﾎｶﾏ ﾖｼﾀｹ 西原町 2:23:06919 1002 宮里　司 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂｶｻ 沖縄市 2:23:06920 1387 吉田　信二 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 2:23:07921 855 真栄田　守 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 那覇市 2:23:08922 1337 多嘉山　勇也 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 浦添市 2:23:12923 1228 崎原　盛伍 ｻｷﾊﾗ ｾｲｺﾞ 北中城村 2:23:14924 858 花田　智 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 静岡県 2:23:14925 1647 大嶺　隆玖 ｵｵﾐﾈ ﾘｭｳｸ うるま市 2:23:21926 2387 伊保　幸一 ｲﾎ ﾕｷｶｽﾞ 沖縄市 2:23:26927 1469 越前屋　朋之 ｴﾁｾﾞﾝﾔ ﾄﾓﾕｷ 那覇市 2:23:27928 2177 大塚　祐輝 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 北中城村 2:23:30929 2229 Hokama Kiyoaki ﾎｶﾏ ｷﾖｱｷ 読谷村 2:23:31930 1853 志良堂　和明 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 沖縄市 2:23:37



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7931 1797 小濱　文深 ｺﾊﾏ ﾌﾐﾔ 宜野湾市 2:23:37932 313 Secrest Justin Kelis Secrest Justin Kelis 外国人 2:23:38933 1559 堀　哲也 ﾎﾘ ﾃﾂﾔ 沖縄市 2:23:39934 297 弥永　錬 ｲﾖﾅｶﾞ ﾚﾝ 沖縄市 2:23:46935 900 照屋　大輔 ﾃﾙﾔ ﾀﾞｲｽｹ 沖縄市 2:23:48936 1633 野崎　哲也 ﾉｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 那覇市 2:23:49937 1532 具志　恒則 ｸﾞｼ ﾂﾈﾉﾘ 那覇市 2:23:50938 2093 伊波　寛爾 ｲﾊ ﾋﾛｼﾞ 那覇市 2:23:50939 1868 中村　靖 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ うるま市 2:23:51940 1679 小笠原　更三 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｿﾞｳ 那覇市 2:23:52941 535 山城　智 ﾔﾏｼﾛ ｻﾄｼ うるま市 2:23:55942 1426 川崎　鉄厳 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾋﾛ 那覇市 2:23:56943 2405 津嘉山　寛郎 ﾂｶﾔﾏ ﾋﾛｵ 那覇市 2:23:57944 2620 仲間　彰寛 ﾅｶﾏ ｱｷﾋﾛ 今帰仁村 2:23:57945 1887 宇津木　孝之 ｳﾂｷﾞ ﾀｶﾕｷ 那覇市 2:24:04946 969 島尻　工 ｼﾏｼﾞﾘ ﾀｸﾐ うるま市 2:24:07947 1284 杉本　茂太 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾀ 糸満市 2:24:08948 1594 Hern Cody Hern Cody 外国人 2:24:11949 2848 銘苅　敬人 ﾒｶﾙ ﾀｶﾋﾄ 浦添市 2:24:13950 1103 宮里　和輝 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ 沖縄市 2:24:13951 1367 上地　寛次郎 ｳｴﾁ ｶﾝｼﾞﾛｳ 那覇市 2:24:13952 2162 平良　将司 ﾀｲﾗ ﾏｻｼ 沖縄市 2:24:14953 2006 金城　弘二 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 那覇市 2:24:14954 1042 饒波　翔太 ﾉﾊ ｼｮｳﾀ 那覇市 2:24:16955 483 石井　荘一 ｲｼｲ ｿｳｲﾁ 東京都 2:24:16956 1131 折元　友樹 ｵﾘﾓﾄ ﾄﾓｷ 福岡県 2:24:17957 2032 仲村渠　政貴 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾏｻｷ 豊見城市 2:24:17958 756 石原　芳則 ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ うるま市 2:24:18959 1301 小牧　耕治 ｺﾏｷ ｺｳｼﾞ 恩納村 2:24:20960 677 金城　勲 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲｻｵ うるま市 2:24:21961 1411 荒川　幸弘 ｱﾗｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 中城村 2:24:21962 2253 城間　修 ｼﾛﾏ ｵｻﾑ 八重瀬町 2:24:25963 2931 池田　栄 ｲｹﾀﾞ ｻｶｴ うるま市 2:24:27964 1599 友利　太樹 ﾄﾓﾘ ﾀｲｷ 宮古島市 2:24:29965 880 當間　豊 ﾄｳﾏ ﾕﾀｶ 宜野湾市 2:24:30966 2127 照屋　力臣 ﾃﾙﾔ ﾘｷｵ 那覇市 2:24:31967 1079 嘉手川　剛 ｶﾃﾞｶﾜ ﾂﾖｼ うるま市 2:24:33968 996 安慶名　操 ｱｹﾞﾅ ﾐｻｵ 沖縄市 2:24:35969 2051 仲原　裕亮 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ うるま市 2:24:38970 2052 神村　哲太 ｶﾐﾑﾗ ﾃｯﾀ うるま市 2:24:38971 748 上藏　順一 ｳｴｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ うるま市 2:24:39972 1771 伊口　凱斗 ｲｸﾞﾁ ｶｲﾄ 那覇市 2:24:39973 865 吉田　昌弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 那覇市 2:24:40974 3036 本部　博貴 ﾓﾄﾌﾞ ﾋﾛｷ 沖縄市 2:24:41975 2389 佐久本　大也 ｻｸﾓﾄ ﾋﾛﾔ うるま市 2:24:41976 731 比嘉　翔 ﾋｶﾞ ｼｮｳ 読谷村 2:24:43977 1116 比嘉　大輔 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 糸満市 2:24:43978 1312 仲村　桂輔 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 那覇市 2:24:48979 2549 石榑　健二 ｲｼｸﾞﾚ ｹﾝｼﾞ 宜野湾市 2:24:49980 754 宮里　勉 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾄﾑ 北谷町 2:24:51981 2097 瑞慶覧　長彦 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻﾋｺ 南風原町 2:24:51982 1322 高野　真六 ﾀｶﾉ ｼﾝﾛｸ 大阪府 2:24:56983 2616 石川　英紀 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 沖縄市 2:25:00984 2493 當山　孝雄 ﾄｳﾔﾏ ﾀｶｵ 読谷村 2:25:01985 3140 仲里　友貴 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｷ うるま市 2:25:06986 821 田里　友基 ﾀｻﾄ ﾕｳｷ 浦添市 2:25:06987 1878 志茂　亮磨 ｼﾓ ﾘｮｳﾏ 那覇市 2:25:07988 1246 長堂　勇 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｲｻﾑ 沖縄市 2:25:08989 881 生盛　努 ｾｲﾓﾘ ﾂﾄﾑ 中城村 2:25:11990 1451 渡真利　結 ﾄﾏﾘ ﾕｲ 那覇市 2:25:14991 1183 福地　信也 ﾌｸﾁ ｼﾝﾔ 読谷村 2:25:15992 462 島袋　信弘 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浦添市 2:25:18



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7993 1756 神山　力 ｶﾐﾔﾏ ﾘｷ 沖縄市 2:25:18994 2062 金城　正佳 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ 沖縄市 2:25:18995 2319 伊波　正樹 ｲﾊ ﾏｻｷ うるま市 2:25:19996 1167 伊佐　慎二 ｲｻ ｼﾝｼﾞ 読谷村 2:25:20997 2532 石川　正峰 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐﾈ 沖縄市 2:25:20998 2875 富永　篤 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾂｼ 宜野湾市 2:25:21999 1708 沓澤　昭仁 ｸﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 南風原町 2:25:241000 1802 城後　進 ｼﾞｮｳｺﾞ ｽｽﾑ 那覇市 2:25:241001 1514 東恩納　明 ﾋｶﾞｼｵﾝﾅ ｱｷﾗ 浦添市 2:25:251002 761 佐久田　和穂 ｻｸﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 那覇市 2:25:261003 1441 宮城　卓央 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｵ 那覇市 2:25:271004 2170 内原　實 ｳﾁﾊﾗ ﾐﾉﾙ 宜野湾市 2:25:321005 961 伊波　康和 ｲﾊ ﾔｽｶｽﾞ 名護市 2:25:331006 1671 平良　均 ﾀｲﾗ ﾋﾄｼ 那覇市 2:25:351007 1016 我謝　政陸 ｶﾞｼﾞｬ ﾏｻﾀｶ 南風原町 2:25:351008 1460 大城　大和 ｵｵｼﾛ ﾔﾏﾄ うるま市 2:25:391009 809 Rivas Rob Rovas Rob うるま市 2:25:391010 1189 伊藝　栄作 ｲｹﾞｲ ｴｲｻｸ 金武町 2:25:451011 707 久貝　元香 ｸｶﾞｲ ﾓﾄｶ 那覇市 2:25:501012 2081 呉屋　大樹 ｺﾞﾔ ﾀｲｷ 宜野湾市 2:25:541013 647 仲榮眞　盛康 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾔｽ 糸満市 2:25:541014 276 仲井眞　優樹 ﾅｶｲﾏ ﾕｳｷ 那覇市 2:25:541015 1165 親泊　翔平 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ ｼｮｳﾍｲ 西原町 2:25:571016 2069 永山　秀一郎 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 八重瀬町 2:25:571017 2074 大城　直樹 ｵｵｼﾛ ﾅｵｷ 八重瀬町 2:25:571018 1187 中根　航 ﾅｶﾈ ﾜﾀﾙ 沖縄市 2:25:591019 1045 安永　創 ﾔｽﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 那覇市 2:26:011020 1795 坂元　日向翔 ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾄ 那覇市 2:26:051021 1214 岩渕　州人 ｲﾜﾌﾞﾁ ｸﾆﾋﾄ 南城市 2:26:061022 1560 新垣　幸治 ｱﾗｶｷ ｺｳｼﾞ 南城市 2:26:121023 3222 比嘉　直人 ﾋｶﾞ ﾅｵﾄ 沖縄市 2:26:121024 925 宮里　大樹 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾞｲｷ 那覇市 2:26:181025 1456 祖慶　勲 ｿｹｲ ｲｻｵ 名護市 2:26:231026 1827 大城　直樹 ｵｵｼﾛ ﾅｵｷ 糸満市 2:26:261027 2115 徳永　盛之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾓﾘﾕｷ 浦添市 2:26:291028 807 仲尾　康成 ﾅｶｵ ﾔｽﾅﾘ 那覇市 2:26:321029 2328 泉　達也 ｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 宜野湾市 2:26:321030 1057 眞榮里　哲朗 ﾏｴｻﾞﾄ ﾃﾂﾛｳ 浦添市 2:26:331031 1452 上間　久 ｳｴﾏ ﾋｻｼ 名護市 2:26:361032 2546 奥間　善昭 ｵｸﾏ ﾖｼｱｷ 宜野湾市 2:26:361033 2721 ﾗﾐﾚｽ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾗﾐﾚｽ ﾀﾞﾆｴﾙ うるま市 2:26:371034 554 仲宗根　剛 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:26:391035 1891 三輪　滋 ﾐﾜ ｼｹﾞﾙ 那覇市 2:26:411036 1440 西島　保光 ﾆｼｼﾞﾏ ﾔｽﾐﾂ 北谷町 2:26:431037 2735 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ うるま市 2:26:441038 1595 北山　泰地 ｷﾀﾔﾏ ﾀｲﾁ 南城市 2:26:441039 1517 松田　武 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 北谷町 2:26:441040 2675 元　洋一郎 ﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ 読谷村 2:26:471041 846 平岡　正士 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 中城村 2:26:501042 2572 翁長　桂輔 ｵﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 沖縄市 2:27:001043 2713 長嶺　憲作 ﾅｶﾞﾐﾈ ｹﾝｻｸ 豊見城市 2:27:041044 2577 Gene Simpson Gene Simpson 外国人 2:27:071045 995 宮城　結 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ 与那原町 2:27:091046 973 矢野　信介 ﾔﾉ ｼﾝｽｹ 那覇市 2:27:091047 991 德門　将士 ﾄｸｼﾞｮｳ ﾏｻｼ うるま市 2:27:101048 1789 平良　朝英 ﾀｲﾗ ｱｻﾋﾃﾞ 久米島町 2:27:141049 553 志良堂　匡 ｼﾗﾄﾞｳ ﾀｽｸ 那覇市 2:27:161050 1704 金城　彰悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾉﾘ うるま市 2:27:181051 3212 池根　蛍 ｲｹﾈ ﾎﾀﾙ うるま市 2:27:201052 1866 高山　健太郎 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 那覇市 2:27:211053 3149 上里　直 ｳｴｻﾞﾄ ｽﾅｵ 糸満市 2:27:241054 3052 石川　良人 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾄ うるま市 2:27:28



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71055 2147 下地　邦明 ｼﾓｼﾞ ｸﾆｱｷ 八重瀬町 2:27:301056 830 渡辺　弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 那覇市 2:27:321057 2964 宮城　天 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶｼ うるま市 2:27:321058 1406 新垣　光郎 ｼﾝｶﾞｷ ﾐﾂﾛｳ 与那原町 2:27:331059 1682 真栄喜　正章 ﾏｴｷ ﾏｻｱｷ 西原町 2:27:351060 1638 山城　司 ﾔﾏｼﾛ ﾂｶｻ うるま市 2:27:371061 2526 太田　薫 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 豊見城市 2:27:381062 2123 仲本　賢栄 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｴｲ 宜野湾市 2:27:421063 1897 宮城　清隆 ﾐﾔｷﾞ ｷﾖﾀｶ 浦添市 2:27:431064 897 嶋野　雄一 ｼﾏﾉ ﾕｳｲﾁ 那覇市 2:27:451065 1713 山之内　優 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻﾙ 那覇市 2:27:521066 1373 尻無濱　洋敬 ｼﾘﾅｼﾊﾏ ﾋﾛﾀｶ うるま市 2:27:541067 1746 米須　清哲 ｺﾒｽ ｷﾖﾉﾘ 宜野湾市 2:27:551068 1796 勝連　宏仁 ｶﾂﾚﾝ ﾋﾛﾄ 沖縄市 2:27:561069 1172 根路銘　安直 ﾈﾛﾒ ﾔｽﾅｵ 浦添市 2:27:581070 868 野原　剛 ﾉﾊﾗ ﾂﾖｼ 北中城村 2:27:591071 1004 島袋　健 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｹｼ うるま市 2:28:051072 876 外間　満 ﾎｶﾏ ﾐﾂﾙ うるま市 2:28:051073 2585 喜屋武　勇人 ｷｬﾝ ﾊﾔﾄ うるま市 2:28:061074 1443 豊田　理樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｷ 北谷町 2:28:061075 2145 知念　忠長 ﾁﾈﾝ ﾀﾀﾞﾅｶﾞ うるま市 2:28:071076 2622 照屋　昂平 ﾃﾙﾔ ｺｳﾍｲ うるま市 2:28:081077 1696 城間　博通 ｼﾛﾏ ﾋﾛﾐﾁ 那覇市 2:28:081078 1420 宇良　宗則 ｳﾗ ﾑﾈﾉﾘ 沖縄市 2:28:091079 673 森上　和利 ﾓﾘｶﾐ ｶｽﾞﾄｼ うるま市 2:28:091080 2906 田里　友三 ﾀｻﾄ ﾕｳｿﾞｳ 沖縄市 2:28:101081 1918 佐藤　雅昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 東京都 2:28:111082 2534 目島　直人 ﾒｼﾞﾏ ﾅｵﾄ うるま市 2:28:151083 1039 佐久田　朝功 ｻｸﾀﾞ ﾄﾓｱﾂ 浦添市 2:28:161084 2842 親富祖　政也 ｵﾔﾌｿ ﾏｻﾔ 浦添市 2:28:171085 1245 金城　健 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝ 沖縄市 2:28:241086 1205 祖堅　利次 ｿｹﾝ ﾄｼｼﾞ うるま市 2:28:261087 2605 宮城　昭 ﾐﾔｷﾞ ｱｷﾗ うるま市 2:28:291088 1384 我那覇　拳斗 ｶﾞﾅﾊ ｹﾝﾄ 那覇市 2:28:311089 1464 稲福　満 ｲﾅﾌｸ ﾐﾂﾙ うるま市 2:28:341090 2460 宮里　卓行 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶﾕｷ 那覇市 2:28:341091 1398 津波古　恵 ﾂﾊｺ ﾒｸﾞﾑ 南風原町 2:28:361092 2075 東岡　礼治 ﾋｶﾞｼｵｶ ﾚｲｼﾞ 那覇市 2:28:371093 300 花城　勇人 ﾊﾅｼﾛ ﾕｳﾄ 恩納村 2:28:371094 2318 坂本　洋輔 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ うるま市 2:28:391095 1986 鈴木　和則 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ うるま市 2:28:391096 1882 玉城　富作 ﾀﾏｷ ﾄﾐｻｸ 那覇市 2:28:401097 750 大仲　裕治 ｵｵﾅｶ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:28:411098 1551 羽地　敏博 ﾊﾈｼﾞ ﾄｼﾋﾛ 那覇市 2:28:481099 636 相川　雅和 ｱｲｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 2:28:551100 1000 中村　光伸 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ うるま市 2:28:571101 966 東江　大 ｱｶﾞﾘｴ ﾏｻﾙ 西原町 2:28:581102 2292 Wilson Thomas Jonny Wilson Thomas Jonny 外国人 2:28:581103 604 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ うるま市 2:28:591104 1791 廣瀬　重之 ﾋﾛｾ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 2:29:001105 1707 古堅　貴也 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾀｶﾔ 浦添市 2:29:091106 697 近堂　浩正 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 北谷町 2:29:101107 923 稲福　太一 ｲﾅﾌｸ ﾀｲﾁ 宜野湾市 2:29:121108 2545 屋宜　盛宏 ﾔｷﾞ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市 2:29:131109 1770 大木　謙二 ｵｵｷ ｹﾝｼﾞ 那覇市 2:29:151110 1249 大庭　弘也 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾔ うるま市 2:29:161111 1078 林　信之 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 2:29:211112 2124 土田　満穂 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾂﾎ 大阪府 2:29:221113 3057 嘉陽　宗和 ｶﾖｳ ﾑﾈｶｽﾞ 沖縄市 2:29:241114 1711 宮里　秀太郎 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ 那覇市 2:29:261115 478 佐渡山　聖也 ｻﾄﾞﾔﾏ ｾｲﾔ 沖縄市 2:29:301116 1364 西　大樹 ﾆｼ ﾀﾞｲｷ 那覇市 2:29:31



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71117 1444 田原　優希 ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ うるま市 2:29:321118 2507 古謝　奨透 ｺｼﾞｬ ｼｮｳﾄ うるま市 2:29:371119 1060 草かやー　まさお ｸｻｶﾔｰ ﾏｻｵ 伊江村 2:29:381120 2778 仲田　博昭 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 北中城村 2:29:431121 1267 平良　樹貴 ﾀｲﾗ ﾀﾂｷ 豊見城市 2:29:481122 2443 大城　健太 ｵｵｼﾛ ｹﾝﾀ 南城市 2:29:491123 2459 大門　勇太 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳﾀ 那覇市 2:29:531124 1318 出田　智大 ｲﾃﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市 2:29:541125 1477 高橋　豊文 ﾀｶﾊｼ ﾄﾖﾌﾐ 石垣市 2:29:571126 713 出口　良介 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 浦添市 2:29:581127 1414 宮川　博作 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛｻｸ 那覇市 2:30:041128 2238 内間　安紀 ｳﾁﾏ ﾔｽﾉﾘ 沖縄市 2:30:041129 1522 新田　眞佐樹 ｱﾗﾀ ﾏｻｷ 南城市 2:30:051130 1489 仲村渠　幸夫 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕｷｵ 北谷町 2:30:081131 1252 石田　晋二 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ うるま市 2:30:111132 2330 上地　修裕 ｳｴﾁ ﾔｽﾋﾛ 中城村 2:30:111133 2890 當間　満 ﾄｳﾏ ﾐﾂﾙ 糸満市 2:30:141134 2294 神里　睦 ｶﾐｻﾞﾄ ﾑﾂ 南風原町 2:30:191135 2874 津嘉山　朝洋 ﾂｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 八重瀬町 2:30:191136 829 後藏根　市男 ｸｼｸﾗﾈ ｲﾁｵ うるま市 2:30:211137 3103 平川　広大 ﾋﾗｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ うるま市 2:30:221138 2990 大城　辰徳 ｵｵｼﾛ ﾀﾂﾉﾘ うるま市 2:30:221139 1288 比嘉　茂雅 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾏｻ 名護市 2:30:251140 2520 玉城　力 ﾀﾏｷ ﾂﾄﾑ 那覇市 2:30:271141 1294 末永　貴大 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 2:30:271142 1496 諸見　正伸 ﾓﾛﾐ ｼｮｳｼﾝ うるま市 2:30:281143 1919 古謝　順也 ｺｼﾞｬ ｼﾞｭﾝﾔ うるま市 2:30:301144 2747 與那嶺　諒 ﾖﾅﾐﾈ ﾘｮｳ 中城村 2:30:321145 2011 座間味　良忠 ｻﾞﾏﾐ ﾖｼﾀﾀﾞ 沖縄市 2:30:321146 1680 平良　幸松 ﾀｲﾗ ｺｳｼｮｳ 南城市 2:30:351147 2298 真喜屋　均 ﾏｷﾔ ﾋﾄｼ 南城市 2:30:381148 2431 瀬戸　哲也 ｾﾄ ﾃﾂﾔ 西原町 2:30:441149 1438 松田　優紀 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ うるま市 2:30:441150 1851 與那城　悟 ﾖﾅｼﾛ ｻﾄﾙ 金武町 2:30:461151 2724 三浦　正彦 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋｺ 豊見城市 2:30:501152 690 上原　義史 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ うるま市 2:30:521153 2624 佐事　秀徳 ｻｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 南風原町 2:30:521154 872 小波津　幹 ｺﾊﾂ ﾂﾖｼ 浦添市 2:30:541155 1661 山城　敬 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 南城市 2:30:561156 1739 橋本　和巳 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 大阪府 2:30:591157 1089 石嶺　真 ｲｼﾐﾈ ﾏｻﾐ 南風原町 2:31:001158 1365 島袋　有太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳﾀ 那覇市 2:31:001159 2927 池原　健季 ｲｹﾊﾗ ﾀﾂｷ 沖縄市 2:31:041160 2998 上間　良廣 ｳｴﾏ ﾖｼﾋﾛ 名護市 2:31:051161 2025 渥美　智仁 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾋﾄ 那覇市 2:31:081162 1154 島袋　学 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏﾅﾌﾞ うるま市 2:31:151163 2580 Mendoza L Jorge Mendoza L Jorge 宜野湾市 2:31:171164 1981 Fargher Jacob Fargher Jacob 外国人 2:31:171165 2714 喜屋武　一 ｷｬﾝ ﾊｼﾞﾒ 豊見城市 2:31:221166 2125 大城　豊 ｵｵｼﾛ ﾕﾀｶ 北中城村 2:31:231167 2849 上原　良太 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 2:31:241168 1393 古堅　正存 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾏｻﾉﾌﾞ 読谷村 2:31:321169 477 玉城　和博 ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 沖縄市 2:31:381170 1862 新垣　健一 ｱﾗｶｷ ｹﾝｲﾁ 中城村 2:31:411171 1185 与那城　健 ﾖﾅｼﾛ ｹﾝ 豊見城市 2:31:421172 1951 仲宗根　福幸 ﾅｶｿﾈ ﾌｸﾕｷ 沖縄市 2:31:461173 1272 波平　常朗 ﾅﾐﾋﾗ ﾂﾈｱｷ うるま市 2:31:491174 2836 座波　慎之介 ｻﾞﾊ ｼﾝﾉｽｹ 宜野湾市 2:31:551175 1926 兼島　悠慈 ｶﾈｼﾏ ﾕｳｼﾞ 南風原町 2:32:001176 1032 吉富　一博 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木県 2:32:021177 627 金城　毅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ うるま市 2:32:051178 3134 嘉手納　淳 ｶﾃﾞﾅ ｼﾞｭﾝ 那覇市 2:32:05



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71179 2997 太田　研吾 ｵｵﾀ ｹﾝｺﾞ 宜野湾市 2:32:071180 1046 平良　佳久 ﾀｲﾗ ﾖｼﾋｻ 宜野湾市 2:32:101181 1701 崎原　盛豊 ｻｷﾊﾗ ﾓﾘﾄ 北谷町 2:32:141182 1507 奥野　隆章 ｵｸﾉ ﾀｶｱｷ 和歌山県 2:32:181183 964 森山　龍巳 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾐ 那覇市 2:32:201184 726 新垣　友明 ｱﾗｶｷ ﾄﾄｱｷ 那覇市 2:32:231185 1963 城間　佑貴 ｼﾛﾏ ﾕｳｷ うるま市 2:32:251186 2455 国仲　弘一 ｸﾆﾅｶ ｺｳｲﾁ 宜野湾市 2:32:351187 722 金城　守 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏﾓﾙ 浦添市 2:32:371188 1260 石原　昌輝 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾃﾙ 沖縄市 2:32:371189 1447 山城　駿 ﾔﾏｼﾛ ｼｭﾝ 沖縄市 2:32:401190 2659 宮城　真也 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 沖縄市 2:32:421191 1394 玉城　秀樹 ﾀﾏｷ ﾋﾃﾞｷ うるま市 2:32:431192 2683 福原　進 ﾌｸﾊﾗ ｽｽﾑ うるま市 2:32:441193 1049 大城　尚 ｵｵｼﾛ ﾅｵｼ うるま市 2:32:441194 856 東　卓治 ﾋｶﾞｼ ﾀｸｼﾞ 沖縄市 2:32:461195 1097 大城　勝則 ｵｵｼﾛ ｶﾂﾉﾘ 那覇市 2:32:491196 1777 平安座　大樹 ﾍｲｱﾝｻﾞ ﾀﾞｲｷ うるま市 2:32:541197 2614 糸洲　朝達 ｲﾄｽ ﾁｮｳﾀﾂ うるま市 2:32:541198 3209 新垣　要 ｱﾗｶｷ ｶﾅﾒ うるま市 2:32:541199 2823 仲村　将満 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 宜野湾市 2:32:591200 1722 梅木　正吾 ｳﾒｷ ｼｮｳｺﾞ 豊見城市 2:33:011201 1618 宮良　友也 ﾐﾔﾗ ﾄﾓﾔ 浦添市 2:33:021202 512 仲里　功 ﾅｶｻﾞﾄ ｲｻｵ 沖縄市 2:33:041203 1674 伊佐　毅 ｲｻ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:33:071204 1012 平　秀樹 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞｷ 沖縄市 2:33:101205 1494 與那嶺　亘 ﾖﾅﾐﾈ ｺｳ うるま市 2:33:151206 1257 島袋　正清 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻｷﾖ うるま市 2:33:151207 2977 太田　義一 ｵｵﾀ ﾖｼｶｽﾞ うるま市 2:33:181208 2163 與那覇　勝儀 ﾖﾅﾊ ｶﾂﾖｼ 北谷町 2:33:181209 579 山城　裕司 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｼﾞ うるま市 2:33:191210 1945 前原　康伯 ﾏｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 那覇市 2:33:221211 1279 呉屋　慎也 ｺﾞﾔ ｼﾝﾔ 沖縄市 2:33:221212 2313 權藤　丞 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ 那覇市 2:33:231213 1920 金城　薫 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾙ 糸満市 2:33:241214 3201 神谷　博行 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 宜野湾市 2:33:251215 1992 宮里　勉 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾄﾑ 宜野湾市 2:33:291216 1949 喜友名　隆史 ｷﾕﾅ ﾀｶﾌﾐ うるま市 2:33:291217 2142 多田　慎二 ﾀﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 那覇市 2:33:321218 2228 沼口　仁厚 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱﾂ 大阪府 2:33:351219 2690 安谷屋　秀太 ｱﾀﾞﾆﾔ ｼｭｳﾀ 豊見城市 2:33:371220 3264 源河　秀尚 ｹﾞﾝｶ ﾋﾃﾞﾀｶ 那覇市 2:33:381221 1197 宮城　秀基 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 読谷村 2:33:391222 1669 赤嶺　元 ｱｶﾐﾈ ﾊｼﾞﾒ うるま市 2:33:401223 794 今西　隆雄 ｲﾏﾆｼ ﾀｶｵ 埼玉県 2:33:431224 1649 豊田　航輔 ﾄﾖﾀ ｺｳｽｹ 佐賀県 2:33:491225 1024 嶺井　朗 ﾐﾈｲ ｱｷﾗ 南城市 2:33:501226 1886 浦崎　尚 ｳﾗｻｷ ﾀｶｼ 宜野湾市 2:33:581227 2553 金城　朝明 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓｱｷ 中城村 2:33:581228 1448 宮里　隼 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾊﾔﾄ 名護市 2:34:001229 1889 村吉　政哉 ﾑﾗﾖｼ ﾏｻﾔ うるま市 2:34:021230 1225 平良　徹 ﾀｲﾗ ﾄｵﾙ 浦添市 2:34:021231 1955 東門　朝正 ﾄｳﾓﾝ ﾁｮｳｼｮｳ うるま市 2:34:041232 3125 Ball Patrick Joseph Ball Patrick Joseph 沖縄市 2:34:051233 2031 小橋川　直也 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 沖縄市 2:34:081234 502 Peterson Darryl Peterson Darryl 金武町 2:34:081235 2457 羽地　智 ﾊﾈｼﾞ ｻﾄｼ 那覇市 2:34:121236 1774 安里　勇人 ｱｻﾄ ﾕｳﾄ 北中城村 2:34:141237 1836 比屋根　淳 ﾋﾔﾈ ｼﾞｭﾝ うるま市 2:34:181238 2009 伊敷　松太郎 ｲｼｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 浦添市 2:34:221239 1256 屋良　朝陽 ﾔﾗ ｱｻﾋ うるま市 2:34:271240 3170 國仲　裕伸 ｸﾆﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 西原町 2:34:28



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71241 513 勝田　光平 ｶﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 名護市 2:34:301242 1613 宮良　涼平 ﾐﾔﾗ ﾘｮｳﾍｲ 浦添市 2:34:301243 520 造酒　隆之 ﾐｷ ﾀｶﾕｷ 糸満市 2:34:301244 1741 伊禮　数訓 ｲﾚｲ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市 2:34:321245 680 細見　大輔 ﾎｿﾐ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:34:351246 1610 知念　恵一 ﾁﾈﾝ ｹｲｲﾁ 浦添市 2:34:351247 1694 手登根　勝久 ﾃﾄﾞｺﾝ ｶﾂﾋｻ 宜野湾市 2:34:371248 2096 仲宗根　秀樹 ﾅｶｿﾈ ﾋﾃﾞｷ 沖縄市 2:34:461249 1826 永山　岳志 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 嘉手納町 2:34:491250 1695 花城　護 ﾊﾅｼﾛ ﾏﾓﾙ 那覇市 2:34:511251 469 髙里　優太 ﾀｶｻﾞﾄ ﾕｳﾀ 那覇市 2:34:511252 2882 神里　幸正 ｶﾐｻﾞﾄ ﾕｷﾏｻ 南風原町 2:34:521253 2218 國吉　眞幸 ｸﾆﾖｼ ｼﾝｺｳ 那覇市 2:34:541254 2129 根川　弘樹 ﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 八重瀬町 2:34:541255 2076 原国　政大 ﾊﾗｸﾞﾆ ﾏｻﾋﾛ 浦添市 2:35:011256 2995 玉城　弘樹 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 名護市 2:35:021257 2012 島袋　慎二 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾝｼﾞ 沖縄市 2:35:041258 1554 與那嶺　慶 ﾖﾅﾐﾈ ｹｲ うるま市 2:35:061259 943 仲本　賢市 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 宜野湾市 2:35:101260 1544 根間　正行 ﾈﾏ ﾏｻﾕｷ 那覇市 2:35:101261 2607 諸見里　太一 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾀｲﾁ 沖縄市 2:35:111262 1262 田場　典智 ﾀﾊﾞ ﾉﾘﾄﾓ 読谷村 2:35:161263 2629 佐久眞　翔 ｻｸﾏ ｼｮｳ 北谷町 2:35:201264 1689 土井　小弥佳 ﾄﾞｲ ｻﾔｶ 嘉手納町 2:35:221265 1725 宮城　直樹 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵｷ うるま市 2:35:241266 1492 川添　淳 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾞｭﾝ 那覇市 2:35:251267 2903 小島　秀太 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ 福岡県 2:35:291268 1090 浅井　正裕 ｱｻｲ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 2:35:301269 2853 大西　卓 ｵｵﾆｼ ﾀｸ 大阪府 2:35:321270 1213 飯田　優希 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 北中城村 2:35:341271 2808 金城　洋 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 那覇市 2:35:391272 1227 當銘　諒 ﾄｳﾒ ﾘｮｳ 糸満市 2:35:401273 3061 平良　光 ﾀｲﾗ ﾋｶﾙ 沖縄市 2:35:401274 1369 眞喜志　侑梨 ﾏｷｼ ﾕｳﾘ 豊見城市 2:35:491275 2637 兼濱　克弥 ｶﾈﾊﾏ ｶﾂﾔ 南風原町 2:35:511276 1476 玉城　雄士 ﾀﾏｷ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:35:551277 1374 久積　武 ﾋｻｽﾞﾐ ﾀｹｼ 浦添市 2:35:561278 2722 新里　光徳 ｼﾝｻﾞﾄ ﾐﾂﾉﾘ うるま市 2:36:011279 2646 砂川　健二 ｽﾅｶﾜ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 2:36:021280 1944 池宮　大悟 ｲｹﾐﾔ ﾀﾞｲｺﾞ 中城村 2:36:021281 2004 赤嶺　貞雄 ｱｶﾐﾈ ｻﾀﾞｵ 豊見城市 2:36:031282 978 仲眞　清 ﾅｶﾏ ｷﾖｼ 中城村 2:36:061283 1635 長浜　正和 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻｶｽﾞ 読谷村 2:36:121284 815 多嘉山　勇太 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 浦添市 2:36:151285 2673 島袋　峻 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼｭﾝ 那覇市 2:36:181286 1663 宮平　弥 ﾐﾔﾋﾗ ﾜﾀﾙ 沖縄市 2:36:181287 2567 宮城　拓紀 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 宜野湾市 2:36:191288 1482 山城　貴久 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶﾋｻ うるま市 2:36:231289 1483 花城　滉孝 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾛﾀｶ うるま市 2:36:231290 1745 山城　吉史 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾌﾐ 浦添市 2:36:271291 1876 宮城　武真 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾏｻ 豊見城市 2:36:271292 764 池宮　秀克 ｲｹﾐﾔ ﾖｼﾅﾘ 沖縄市 2:36:281293 1194 平山　龍 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 浦添市 2:36:301294 2608 仲宗根　清栄 ﾅｶｿﾈ ｷﾖｴｲ 沖縄市 2:36:331295 565 新垣　太郎 ｱﾗｶｷ ﾀﾛｳ 西原町 2:36:371296 2870 崎原　盛紀 ｻｷﾊﾗ ｾｲｷ 石垣市 2:36:381297 2517 山城　洋次 ﾔﾏｼﾛ ﾖｳｼﾞ 読谷村 2:36:381298 710 翁長　良奈 ｵﾅｶﾞ ﾘｮｳﾅ 浦添市 2:36:421299 2122 親里　強 ｵﾔｻﾞﾄ ﾂﾖｼ 沖縄市 2:36:431300 1304 屋宜　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ 宜野湾市 2:36:441301 2056 神谷　悟 ｶﾐﾔ ｻﾄﾙ 那覇市 2:36:481302 1936 西　圭介 ﾆｼ ｹｲｽｹ 宜野湾市 2:36:48



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71303 2612 平　一生 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｷ うるま市 2:36:511304 3225 安里　秀斗 ｱｻﾄ ｼｭｳﾄ うるま市 2:36:511305 2611 座覇　涼太 ｻﾞﾊ ﾘｮｳﾀ うるま市 2:36:511306 3038 上江洲　樹 ｳｴｽﾞ ﾀﾂｷ 沖縄市 2:36:541307 1867 新垣　幸司 ｱﾗｶｷ ｺｳｼﾞ うるま市 2:36:551308 2092 新里　精吾 ｼﾝｻﾞﾄ ｾｲｺﾞ 名護市 2:36:571309 3122 石川　裕己 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ うるま市 2:36:591310 1405 上田　雅明 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 那覇市 2:37:071311 1251 當山　吉康 ﾄｳﾔﾏ ﾖｼﾔｽ うるま市 2:37:081312 2636 屋宜　良太 ﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 2:37:081313 2133 清家　広樹 ｾｲｹ ﾋﾛｷ 宜野湾市 2:37:101314 1687 宮田　厚 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ 那覇市 2:37:141315 970 桑江　隆 ｸﾜｴ ﾀｶｼ 那覇市 2:37:171316 2215 嘉数　鉄太郎 ｶｶｽﾞ ﾃﾂﾀﾛｳ 那覇市 2:37:211317 2249 長谷川　名沖 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 北谷町 2:37:261318 2157 島尻　英樹 ｼﾏｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ 那覇市 2:37:271319 1893 岡田　真吾 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 糸満市 2:37:311320 3126 野中　洋平 ﾉﾅｶ ﾖｳﾍｲ 沖縄市 2:37:321321 1979 保良　優希 ﾔｽﾗ ﾕｳｷ 沖縄市 2:37:341322 2178 比嘉　大輔 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 2:37:351323 2175 城間　盛幸 ｼﾛﾏ ﾓﾘﾕｷ 浦添市 2:37:361324 2359 田中　雄土 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 那覇市 2:37:361325 1644 横田　清美 ﾖｺﾀ ｷﾖﾐ 読谷村 2:37:381326 2755 喜友名　朝則 ｷﾕﾅ ｱｻﾉﾘ 中城村 2:37:411327 1591 米須　大尊 ｺﾒｽ ﾀｲｿﾝ 宜野湾市 2:37:411328 899 稲留　政秋 ｲﾅﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ うるま市 2:37:421329 2474 小林　広季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 那覇市 2:37:451330 2525 加藤　雅也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 那覇市 2:37:471331 1657 たいら　のりと ﾀｲﾗ ﾉﾘﾄ 那覇市 2:37:511332 1723 島袋　勝司 ｼﾏﾌﾞｸ ｶﾂｼ 沖縄市 2:37:581333 3186 仲間　一平 ﾅｶﾏ ｲｯﾍﾟｲ 浦添市 2:37:591334 1140 MAGPOC JOEL MAGPOC JOEL 外国人 2:37:591335 1907 石原　昌一 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 中城村 2:38:011336 2259 石川　卓巳 ｲｼｶﾜ ﾀｸｼ 北中城村 2:38:021337 2462 西元　正純 ﾆｼﾓﾄ ﾏｻｽﾞﾐ 豊見城市 2:38:041338 3161 宮城　大安 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾞｲｱﾝ 沖縄市 2:38:071339 2118 名城　道彦 ﾅｼﾛ ﾐﾁﾋｺ 恩納村 2:38:071340 1950 下地　賢治 ｼﾓｼﾞ ｹﾝｼﾞ 沖縄市 2:38:091341 1830 前場　茂樹 ﾏｴﾊﾞ ｼｹﾞｷ 豊見城市 2:38:151342 1839 長嶺　由孝 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾀｶ 那覇市 2:38:161343 788 伊良波　豊 ｲﾗﾊ ﾕﾀｶ 那覇市 2:38:171344 2083 前原　信利 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾄｼ 本部町 2:38:201345 2537 中村　栄作 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｻｸ うるま市 2:38:221346 1548 蔵根　英樹 ｸﾗﾈ ﾋﾃﾞｷ うるま市 2:38:221347 2688 金城　剛司 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 豊見城市 2:38:231348 2557 鈴木　仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 那覇市 2:38:231349 1699 押川　裕次 ｵｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 浦添市 2:38:251350 977 儀武　直紀 ｷﾞﾌﾞ ﾅｵｷ 南風原町 2:38:261351 1509 山内　仁 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾄｼ 北中城村 2:38:321352 1539 兼城　暁 ｶﾈｼﾛ ｻﾄﾙ うるま市 2:38:331353 1535 長浜　正勝 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻｶﾂ うるま市 2:38:351354 1101 成山　博紀 ﾅﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ うるま市 2:38:391355 1523 平良　健 ﾀｲﾗ ｹﾝ 浦添市 2:38:431356 1243 西田　秀治 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ うるま市 2:38:431357 1263 大湾　翔太 ｵｵﾜﾝ ｼｮｳﾀ 北谷町 2:38:491358 1169 真栄城　太一 ﾏｴｼﾛ ﾀｲﾁ 北中城村 2:38:501359 1706 嘉陽　宗貴 ｶﾖｳ ﾑﾈﾀｶ 那覇市 2:38:521360 2542 岩佐　圭祐 ｲﾜｻ ｹｲｽｹ 沖縄市 2:38:531361 1170 竹下　佳伸 ﾀｹｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 那覇市 2:38:551362 2149 友利　陞 ﾄﾓﾘ ﾉﾎﾞﾙ 沖縄市 2:38:561363 264 与儀　翔平 ﾖｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 沖縄市 2:39:021364 1812 神田　雅也 ｶﾐﾀﾞ ﾏｻﾔ 沖縄市 2:39:05



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71365 831 石垣　永雄 ｲｼｶﾞｷ ﾅｶﾞｵ 西原町 2:39:081366 1389 山城　将司 ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｼﾞ 浦添市 2:39:101367 2818 渡真利　仁 ﾄﾏﾘ ﾋﾄｼ 南風原町 2:39:161368 2119 菊池　諭 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 2:39:181369 2312 喜納　淳 ｷﾅ ｼﾞｭﾝ 与那原町 2:39:181370 1018 海老澤　郁夫 ｴﾋﾞｻﾜ ｲｸｵ 埼玉県 2:39:251371 3153 平野　陽久 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾋｻ 那覇市 2:39:251372 3143 東仲與根　大之 ﾋｶﾞｼﾅｶﾖﾈ ﾋﾛﾕｷ 浦添市 2:39:251373 1800 平良　譲治 ﾀｲﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 浦添市 2:39:261374 1843 下屋敷　拓也 ｼﾓﾔｼｷ ﾀｸﾔ 宜野湾市 2:39:291375 2346 柳谷　雅人 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾏｻﾄ 糸満市 2:39:311376 1941 知念　創 ﾁﾈﾝ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市 2:39:331377 1989 吉村　秀昭 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 那覇市 2:39:341378 1580 竹山　健 ﾀｹﾔﾏ ﾀｹｼ 那覇市 2:39:351379 1622 玉木　一成 ﾀﾏｷ ｲｯｾｲ 沖縄市 2:39:381380 2617 與那嶺　博 ﾖﾅﾐﾈ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:39:391381 3223 友寄　斉 ﾄﾓﾖｾ ﾋﾄｼ 沖縄市 2:39:401382 1988 高良　圭 ﾀｶﾗ ｹｲ 那覇市 2:39:401383 1053 嶺井　淑 ﾐﾈｲ ｷﾖｼ 南城市 2:39:471384 1991 小浜　百樹 ｺﾊﾏ ﾓﾓｷ 浦添市 2:39:481385 1749 天願　博行 ﾃﾝｶﾞﾝ ﾋﾛﾕｷ うるま市 2:39:491386 1915 木村　聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 石垣市 2:39:501387 1786 高田　隆充 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ 恩納村 2:39:521388 951 吉本　真紀雄 ﾖｼﾓﾄ ﾏｷｵ 西原町 2:39:521389 1356 長嶺　和範 ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 南風原町 2:39:531390 1803 喜舎場　透 ｷｼｬﾊﾞ ﾄｵﾙ うるま市 2:39:551391 3147 村榮　佳輔 ﾑﾗｴ ｹｲｽｹ 宜野湾市 2:39:561392 2489 今田　祐二 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:40:021393 1602 佐喜眞　繁 ｻｷﾏ ｼｹﾞｼ 宜野湾市 2:40:031394 1813 みやもと　たくみ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 宜野湾市 2:40:091395 1326 春山　颯汰 ﾊﾙﾔﾏ ｿｳﾀ うるま市 2:40:121396 2362 安慶名　雄太郎 ｱｹﾞﾅ ﾕｳﾀﾛｳ うるま市 2:40:121397 531 村吉　栄一 ﾑﾗﾖｼ ｴｲｲﾁ 浦添市 2:40:171398 1811 阿嘉　悟志 ｱｶ ｻﾄｼ 沖縄市 2:40:221399 3067 山城　尚頼 ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾖﾘ 糸満市 2:40:221400 1785 高宮城　力 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾘｷ 沖縄市 2:40:271401 2010 新垣　康 ｱﾗｶｷ ﾔｽｼ 那覇市 2:40:281402 2595 大城　亘 ｵｵｼﾛ ﾜﾀﾙ 南風原町 2:40:281403 632 赤嶺　幸治 ｱｶﾐﾈ ﾕｷﾊﾙ 糸満市 2:40:291404 1144 小川　一利 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 那覇市 2:40:301405 657 佐々木　公 ｻｻｷ ｺｳ 那覇市 2:40:321406 3160 仲村　裕也 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ うるま市 2:40:331407 3193 隈元　雄輔 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 福岡県 2:40:331408 2676 与古田　環 ﾖｺﾀ ﾀﾏｷ 南城市 2:40:331409 1268 山城　直也 ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾔ うるま市 2:40:341410 1930 島袋　敏徳 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄｼﾉﾘ 宜野湾市 2:40:431411 1422 川平　賀彦 ｶﾜﾋﾗ ｶﾞﾋｺ 南城市 2:40:461412 2810 仲田　収 ﾅｶﾀ ｵｻﾑ 那覇市 2:40:461413 1293 棚原　健太郎 ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 名護市 2:40:461414 1968 友藤　亮 ﾄﾓﾌｼﾞ ｱｷﾗ 那覇市 2:40:491415 2358 松田　直也 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 那覇市 2:40:501416 2661 松元　剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 嘉手納町 2:40:511417 915 桃原　秀光 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾋﾃﾞﾐﾂ 那覇市 2:40:511418 1244 星野　高徳 ﾎｼﾉ ﾀｶﾉﾘ 浦添市 2:40:531419 2424 盛山　寿之 ﾓﾘﾔﾏ ﾋｻﾕｷ 沖縄市 2:40:531420 2329 渡嘉敷　真寿 ﾄｶｼｷ ﾏｻﾄｼ 糸満市 2:40:551421 2922 高良　明 ﾀｶﾗ ｱｷﾗ 糸満市 2:40:571422 1869 知念　善春 ﾁﾈﾝ ﾖｼﾊﾙ うるま市 2:41:001423 3191 山本　亮平 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 那覇市 2:41:031424 1276 名嘉真　優 ﾅｶﾏ ﾕｳ 浦添市 2:41:031425 2429 兼久　健次郎 ｶﾈｸ ｹﾝｼﾞﾛｳ 沖縄市 2:41:041426 1973 松下　友和 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 那覇市 2:41:06



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71427 257 根保　力 ﾈﾎ ﾁｶﾗ 沖縄市 2:41:121428 1728 松本　正治 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ うるま市 2:41:141429 2356 諸見　成明 ﾓﾛﾐ ﾅﾘｱｷ 那覇市 2:41:151430 1627 石田　隆志 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 南城市 2:41:171431 740 比嘉　亮太 ﾋｶﾞ ﾘｮｳﾀ 宜野湾市 2:41:181432 2750 比嘉　操 ﾋｶﾞ ﾐｻｵ うるま市 2:41:231433 2197 田中　真勇気 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 那覇市 2:41:251434 2996 知念　透 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 沖縄市 2:41:281435 1643 仲間　裕二 ﾅｶﾏ ﾕｳｼﾞ 浦添市 2:41:361436 1400 島袋　祐治 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｼﾞ 豊見城市 2:41:411437 2398 森　直哉 ﾓﾘ ﾅｵﾔ 宜野湾市 2:41:411438 2541 嘉手苅　和幸 ｶﾃﾞｶﾙ ｶｽﾞﾕｷ 沖縄市 2:41:411439 1298 内山　彰一朗 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 那覇市 2:41:421440 2786 内藤　健司 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 北中城村 2:41:431441 2078 野波　正宜 ﾉﾊ ﾏｻﾖｼ 那覇市 2:41:441442 2824 玉城　真一朗 ﾀﾏｼﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ うるま市 2:41:461443 2360 喜屋武　達也 ｷｬﾝ ﾀﾂﾔ 北中城村 2:41:471444 2475 大庭　誠 ｵｵﾊﾞ ﾏｺﾄ うるま市 2:42:071445 1077 儀保　博己 ｷﾞﾎﾞ ﾋﾛｷ 那覇市 2:42:081446 2658 池宮城　秀平 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｼｭｳﾍｲ うるま市 2:42:081447 2207 具志堅　宏彰 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｱｷ 沖縄市 2:42:081448 1336 平川　翔 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ うるま市 2:42:101449 2379 小湾　幸悟 ｺﾜﾝ ﾕｷﾉﾘ うるま市 2:42:131450 2098 岡村　亮 ｵｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 那覇市 2:42:131451 2024 与儀　学 ﾖｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ 沖縄市 2:42:161452 2015 金城　浩 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宜野湾市 2:42:181453 2331 牧山　雅典 ﾏｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 読谷村 2:42:191454 3164 花城　優乃介 ﾊﾅｼﾛ ﾕｳﾉｽｹ 宜野湾市 2:42:201455 2599 古屋　天裕 ﾌﾙﾔ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 2:42:201456 2361 金城　真也 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 沖縄市 2:42:211457 2847 喜多　義之 ｷﾀ ﾖｼﾕｷ 愛知県 2:42:231458 2395 奥浜　惠福 ｵｸﾊﾏ ｹｲﾌｸ 沖縄市 2:42:261459 2335 喜友名　亮 ｷﾕﾅ ﾘｮｳ 宜野湾市 2:42:261460 2667 喜屋武　良得 ｷｬﾝ ﾘｮｳﾄｸ 浦添市 2:42:301461 2112 平良　克也 ﾀｲﾗ ｶﾂﾔ 糸満市 2:42:321462 2976 相馬　健太郎 ｿｳﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:42:331463 2909 仲宗根　浩之 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛﾕｷ 沖縄市 2:42:341464 1025 宮城　貴之 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾕｷ 西原町 2:42:341465 965 神谷　信一 ｶﾐﾔ ｼﾝｲﾁ 宜野湾市 2:42:371466 2016 平良　慎也 ﾀｲﾗ ｼﾝﾔ うるま市 2:42:391467 1780 Roosevelt Sanders ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ ｻﾝﾀﾞｰｽ 浦添市 2:42:421468 2321 奥間　常政 ｵｸﾏ ﾂﾈﾏｻ 読谷村 2:42:421469 2415 久高　健志 ｸﾀﾞｶ ﾀｹｼ うるま市 2:42:471470 2183 宮里　剛也 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶﾔ 沖縄市 2:42:481471 1314 豊田　航 ﾄﾖﾀ ｺｳ 豊見城市 2:42:491472 2357 細川　義博 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 那覇市 2:42:511473 1729 玉元　敬植 ﾀﾏﾓﾄ ｹｲｼｮｸ 豊見城市 2:42:571474 2992 安里　友亨 ｱｻﾄ ﾄﾓﾅﾘ うるま市 2:43:021475 3107 野中　威志 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ 浦添市 2:43:121476 1607 屋嘉　大智 ﾔｶ ﾀﾞｲﾁ 北谷町 2:43:141477 2087 田港　淳 ﾀﾐﾅﾄ ｱﾂｼ 浦添市 2:43:181478 1363 西森　章 ﾆｼﾓﾘ ｱｷﾗ 那覇市 2:43:191479 2342 冨田　洋史 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ 浦添市 2:43:261480 2970 比嘉　進 ﾋｶﾞ ｽｽﾑ うるま市 2:43:291481 2793 藤田　元哉 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄﾔ 沖縄市 2:43:301482 854 島袋　真旭 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻｱｷ 那覇市 2:43:341483 674 上原　重徳 ｳｴﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 宜野湾市 2:43:351484 2403 倉井　由章 ｸﾗｲ ﾖｼｱｷ 那覇市 2:43:361485 3172 知花　優真 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾏ 読谷村 2:43:371486 1067 菊地　一成 ｷｸﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ 那覇市 2:43:421487 3059 伊波　順一 ｲﾊ ｼﾞｭﾝｲﾁ 沖縄市 2:43:431488 1490 野原　朝啓 ﾉﾊﾗ ﾁｮｳｹｲ うるま市 2:43:46



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71489 3092 福地　大樹 ﾌｸﾁ ﾀｲｷ 沖縄市 2:43:471490 2343 斎藤　猛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 沖縄市 2:43:471491 1709 玉城　浩人 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾄ 宜野湾市 2:43:471492 2001 宮城　宏聡 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 沖縄市 2:43:501493 473 知念　康司 ﾁﾈﾝ ﾔｽｼ 豊見城市 2:43:511494 1161 照喜名　元 ﾃﾙｷﾅ ｹﾞﾝ 沖縄市 2:43:511495 2584 比嘉　誠 ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ 沖縄市 2:43:511496 1273 末吉　良平 ｽｴﾖｼ ﾘｮｳﾍｲ 浦添市 2:43:521497 719 阿部　晃久 ｱﾍﾞ ｱｷﾋｻ 那覇市 2:43:521498 1816 波照間　永吉 ﾊﾃﾙﾏ ｴｲｷﾁ 西原町 2:43:531499 567 長尾　仁志 ﾅｶﾞｵ ﾋﾄｼ 那覇市 2:43:541500 2285 仲宗根　正太 ﾅｶｿﾈ ｼｮｳﾀ うるま市 2:43:541501 2264 天願　勇雄 ﾃﾝｶﾞﾝ ｲｻｵ うるま市 2:43:551502 1221 又吉　航也 ﾏﾀﾖｼ ｺｳﾔ うるま市 2:43:591503 1967 宮城　一秀 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 南風原町 2:44:011504 1904 谷　正之 ﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:44:041505 1861 長堂　吉洋 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 宜野湾市 2:44:041506 2441 Rose Shawn Matthew Rose Shawn Matthew うるま市 2:44:051507 1503 畑本　辰巳 ﾊﾀﾓﾄ ﾀﾂﾐ 福岡県 2:44:061508 2684 喜屋武　淳治 ｷｬﾝ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沖縄市 2:44:111509 353 川越　洋一 ｶﾜｺﾞｴ ﾖｳｲﾁ 豊見城市 2:44:121510 2132 田場　健三 ﾀﾊﾞ ｹﾝｿﾞｳ うるま市 2:44:121511 1954 米山　剛 ﾖﾈﾔﾏ ﾂﾖｼ うるま市 2:44:171512 2068 鈴木　進 ｽｽﾞｷ ｽｽﾑ 神奈川県 2:44:191513 1341 保里　雄紀 ﾎﾘ ﾕｳｷ 沖縄市 2:44:201514 1600 名嘉真　純平 ﾅｶﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ うるま市 2:44:201515 2773 與那覇　太一郎 ﾖﾅﾊ ﾀｲｲﾁﾛｳ 那覇市 2:44:221516 1190 安里　秀樹 ｱｻﾄ ﾋﾃﾞｷ 北中城村 2:44:221517 2221 伊波　竜二 ｲﾊ ﾘｭｳｼﾞ 読谷村 2:44:221518 1511 久高　正勝 ｸﾀﾞｶ ﾏｻｶﾂ 大宜味村 2:44:221519 1994 伊敷　学 ｲｼｷ ﾏﾅﾌﾞ 豊見城市 2:44:271520 1832 高嶺　孝司 ﾀｶﾐﾈ ｺｳｼﾞ 浦添市 2:44:291521 2869 高田　拓平 ﾀｶﾀ ﾀｸﾍｲ 北中城村 2:44:291522 574 玉城　昌邦 ﾀﾏｼﾛ ﾏｻｸﾆ うるま市 2:44:301523 3228 仲宗根　真実 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾐ うるま市 2:44:301524 2131 松永　達明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｱｷ 那覇市 2:44:311525 895 金城　忠 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 沖縄市 2:44:311526 1178 屋宜　正志 ﾔｷﾞ ﾏｻｼ 沖縄市 2:44:321527 1961 山口　隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 南城市 2:44:351528 885 川崎　憲治 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ 南城市 2:44:351529 1798 富山　嘉勝 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼｶﾂ 那覇市 2:44:371530 1208 石川　健次 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ うるま市 2:44:381531 2634 普天間　直樹 ﾌﾃﾝﾏ ﾅｵｷ 那覇市 2:44:391532 1890 楠　浩貴 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｷ 那覇市 2:44:391533 2211 志多伯　仁 ｼﾀﾊｸ ﾋﾄｼ うるま市 2:44:391534 2260 小浜　清 ｺﾊﾏ ｷﾖｼ 南城市 2:44:391535 2685 高江洲　義洋 ﾀｶｴｽ ﾖｼﾋﾛ 沖縄市 2:44:411536 2573 植村　卓也 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 与那原町 2:44:411537 3068 又吉　雄二 ﾏﾀﾖｼ ﾕｳｼﾞ 嘉手納町 2:44:431538 1628 中村　出 ﾅｶﾑﾗ ｲｽﾞﾙ 豊見城市 2:44:451539 1062 比嘉　哲也 ﾋｶﾞ ﾃﾂﾔ 八重瀬町 2:44:471540 3262 小禄　博文 ｵﾛｸ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市 2:44:501541 3121 久場　兼太 ｸﾊﾞ ｹﾝﾀ 名護市 2:44:561542 2445 永井　賢作 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｻｸ うるま市 2:44:581543 3155 崎山　喜文 ｻｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 名護市 2:44:581544 2375 大城　賢吾 ｵｵｼﾛ ｹﾝｺﾞ 沖縄市 2:45:011545 2583 古堅　宗雅 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾑﾈﾏｻ 恩納村 2:45:091546 1636 上地　康 ｳｴﾁ ﾔｽｼ 宜野湾市 2:45:101547 792 阿波根　昌司 ｱﾊｺﾞﾝ ｼｮｳｼﾞ 宜野湾市 2:45:121548 2822 具志堅　憲人 ｸﾞｼｹﾝ ｹﾝﾄ 沖縄市 2:45:151549 2444 相馬　一允 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾏ 熊本県 2:45:171550 1917 山城　勇 ﾔﾏｼﾛ ｲｻﾑ うるま市 2:45:19



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71551 2205 上原　正次郎 ｳｴﾊﾗ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 那覇市 2:45:201552 2059 新垣　功路 ｱﾗｶｷ ｺｳｼﾞ 宜野湾市 2:45:231553 1343 小浜　守作 ｺﾊﾏ ｼｭｳｻｸ 沖縄市 2:45:281554 1352 儀保　幸次 ｷﾞﾎﾞ ﾕｷｼﾞ 読谷村 2:45:301555 3110 喜納　佑貴 ｷﾅ ﾕｳｷ 沖縄市 2:45:331556 1344 當眞　一真 ﾄｳﾏ ｶｽﾞﾏ 沖縄市 2:45:341557 2402 小島　孝志 ｺｼﾞﾏ ｺｳｼ 八重瀬町 2:45:361558 3169 城間　之宏 ｼﾛﾏ ﾕｷﾋﾛ 西原町 2:45:381559 492 宮城　政義 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾖｼ 那覇市 2:45:391560 2349 安里　隆浩 ｱｻﾄ ﾀｶﾋﾛ 八重瀬町 2:45:441561 2432 松川　幸樹 ﾏﾂｶﾜ ｻｲｷ 西原町 2:45:451562 1177 川尻　洋行 ｶﾜｼﾘ ﾖｼﾕｷ 沖縄市 2:45:521563 983 長嶺　良 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳ 沖縄市 2:45:551564 1265 伊波　望 ｲﾊ ﾉｿﾞﾐ 那覇市 2:45:551565 2344 池原　本起 ｲｹﾊﾗ ﾓﾄｷ 沖縄市 2:45:571566 2521 比嘉　一真 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾏ 那覇市 2:46:021567 2883 石川　和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市 2:46:021568 2726 亀谷　正則 ｶﾒﾔ ﾏｻﾉﾘ 読谷村 2:46:071569 501 木村　登美芳 ｷﾑﾗ ﾄﾐﾖｼ 那覇市 2:46:071570 1892 豊川　貴史 ﾄﾖｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 沖縄市 2:46:091571 3064 友利　尚太郎 ﾄﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 宜野湾市 2:46:091572 1306 仲村　俊哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 那覇市 2:46:131573 2574 楢崎　博隆 ﾅﾗｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ うるま市 2:46:181574 793 中山　俊一 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 宜野座村 2:46:201575 1007 吉川　泰司 ﾖｼｶﾜ ﾔｽｼ うるま市 2:46:221576 2417 島田　朝秀 ｼﾏﾀﾞ ｱｻﾋﾃﾞ うるま市 2:46:231577 3072 山田　直也 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 那覇市 2:46:261578 2606 知念　毅 ﾁﾈﾝ ﾀｹｼ 浦添市 2:46:291579 1783 山城　雄夫 ﾔﾏｼﾛ ﾀｹｵ 北谷町 2:46:291580 2338 與儀　秀明 ﾖｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ うるま市 2:46:321581 2687 浜比嘉　一直 ﾊﾏﾋｶﾞ ｶｽﾞﾅｵ うるま市 2:46:351582 2547 池　暁彬 ﾁ ｷﾞｮｳﾋﾝ 宜野湾市 2:46:411583 2350 津嘉山　至 ﾂｶﾔﾏ ｲﾀﾙ 八重瀬町 2:46:411584 1151 渡久山　剛 ﾄｸﾔﾏ ﾀｹｼ 宜野湾市 2:46:421585 2237 仲野　文孝 ﾅｶﾉ ﾌﾐﾀｶ うるま市 2:46:431586 1668 陳　暁峰 ﾁﾝ ｷﾞｮｳﾎｳ 沖縄市 2:46:441587 3120 照屋　寛幸 ﾃﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ うるま市 2:46:471588 2478 中村　盾史 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾃﾋﾄ 名護市 2:46:471589 2671 比嘉　秀夫 ﾋｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 中城村 2:46:481590 1566 新崎　竜也 ｱﾗｻｷ ﾀﾂﾔ 沖縄市 2:46:511591 2924 和仁屋　都貴 ﾜﾆﾔ ﾄｷ うるま市 2:47:021592 715 崎濱　幹典 ｻｷﾊﾏ ﾐｷﾉﾘ 宜野湾市 2:47:041593 1291 島袋　譲 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｽﾞﾙ 名護市 2:47:131594 1977 大城　徳幸 ｵｵｼﾛ ﾄｸﾕｷ 中城村 2:47:161595 2502 徳嶺　好昭 ﾄｸﾐﾈ ﾖｼｱｷ 那覇市 2:47:191596 2471 知念　積徳 ﾁﾈﾝ ｾｷﾉﾘ 宜野湾市 2:47:271597 3118 當間　悠也 ﾄｳﾏ ﾕｳﾔ 北中城村 2:47:271598 2550 砂川　奨 ｽﾅｶﾞﾜ ｼｮｳ 糸満市 2:47:281599 2501 津波古　陵 ﾂﾊｺ ﾘｮｳ 那覇市 2:47:291600 3099 山内　景 ﾔﾏｳﾁ ｹｲ 読谷村 2:47:301601 1474 比嘉　保 ﾋｶﾞ ﾀﾓﾂ 浦添市 2:47:321602 1666 宮井　大輔 ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市 2:47:321603 2697 水島　潔 ﾐｽﾞｼﾏ ｷﾖｼ 大阪府 2:47:341604 1174 比嘉　優 ﾋｶﾞ ﾕｳ うるま市 2:47:361605 2815 西尾　剛 ﾆｼｵ ﾂﾖｼ うるま市 2:47:371606 3009 犬馬場　博文 ｲﾇﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市 2:47:371607 1773 仲程　雄司 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾕｳｼﾞ 沖縄市 2:47:381608 2258 下地　慶知 ｼﾓｼﾞ ﾖｼﾄﾓ 浦添市 2:47:391609 2531 小松　秀人 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞﾄ うるま市 2:47:401610 1903 平良　直之 ﾀｲﾗ ﾅｵﾕｷ 沖縄市 2:47:411611 1764 池原　真樹 ｲｹﾊﾗ ﾅｵｷ うるま市 2:47:461612 3041 當間　嗣朝 ﾄｳﾏ ｼﾁｮｳ 南城市 2:47:48



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71613 2982 榮口　貴文 ｴｲｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ うるま市 2:47:511614 2289 狩俣　亘 ｶﾘﾏﾀ ﾜﾀﾙ 西原町 2:47:511615 2250 下地　達也 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾔ うるま市 2:47:521616 3221 宮里　直志 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵｼ 沖縄市 2:47:541617 971 中村　喜英 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県 2:47:581618 2575 阿南　卓 ｱﾅﾝ ｽｸﾞﾙ 沖縄市 2:48:011619 1716 津波古　寛文 ﾂﾊｺ ﾋﾛﾌﾐ 糸満市 2:48:011620 3220 金城　光作 ｷﾝｼﾞｮｳ ｺｳｻｸ 沖縄市 2:48:011621 1459 TERUYA KAZUKI ﾃﾙﾔ ｶｽﾞｷ 沖縄市 2:48:021622 3154 Takenaka Chase Takenaka Chase 読谷村 2:48:031623 3109 稲嶺　盛泰 ｲﾅﾐﾈ ﾓﾘﾔｽ 沖縄市 2:48:031624 569 Stewart Michael Jase Stewart Michael Jase 読谷村 2:48:031625 2867 仲村渠　雄太 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾕｳﾀ 南風原町 2:48:051626 860 森根　琴一 ﾓﾘﾈ ｺﾄｶｽﾞ 三重県 2:48:051627 772 小橋川　学 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 那覇市 2:48:071628 1513 榎本　紘平 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ うるま市 2:48:071629 2251 當真　竜弥 ﾄｳﾏ ﾀﾂﾋﾛ うるま市 2:48:091630 2753 宮城　壱守 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾏ 読谷村 2:48:091631 2310 Boldenow Jason Boldenow Jason 外国人 2:48:101632 824 大城　和也 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾔ 豊見城市 2:48:141633 1914 渡嘉敷　匡 ﾄｶｼｷ ﾀﾀﾞｼ 那覇市 2:48:171634 1295 濱川　祐太 ﾊﾏｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 宜野湾市 2:48:191635 2047 志多伯　学 ｼﾀﾊｸ ﾏﾅﾌﾞ うるま市 2:48:201636 3197 大村　宜宏 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ うるま市 2:48:251637 2377 川村　孝義 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 名護市 2:48:261638 2468 金城　健太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 沖縄市 2:48:341639 2054 市村　崇 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶｼ 沖縄市 2:48:371640 2777 具志堅　博 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾛｼ 沖縄市 2:48:391641 2456 有馬　良一 ｱﾘﾏ ﾘｮｳｲﾁ 与那原町 2:48:391642 2252 仲村　聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ うるま市 2:48:401643 2796 伊波　琢磨 ｲﾊ ﾀｸﾏ 沖縄市 2:48:401644 2556 渡具知　武智 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾓ 那覇市 2:48:411645 1822 與座　央人 ﾖｻﾞ ﾋﾛﾄ 浦添市 2:48:411646 1718 弘川　剛 ﾋﾛｶﾜ ﾂﾖｼ 東京都 2:48:461647 2020 伊藤　輝紀 ｲﾄｳ ﾃﾙﾉﾘ 沖縄市 2:48:471648 187 田場　盛重 ﾀﾊﾞ ﾓﾘｼｹﾞ 沖縄市 2:48:471649 2621 砂川　篤史 ｽﾅｶﾞﾜ ｱﾂｼ 糸満市 2:48:551650 1761 嘉数　芳明 ｶｶｽﾞ ﾖｼｱｷ 那覇市 2:48:561651 662 亀島　哲 ｶﾒｼﾏ ﾃﾂ 南城市 2:48:561652 3182 花城　隆弘 ﾊﾅｼﾛ ﾀｶﾋﾛ 那覇市 2:48:591653 2204 与儀　奏太 ﾖｷﾞ ｶﾅﾀ 沖縄市 2:49:031654 1972 比嘉　剛 ﾋｶﾞ ﾂﾖｼ 読谷村 2:49:091655 2166 大津　雄生 ｵｵﾂ ﾕｳｷ 福岡県 2:49:141656 759 松田　祐人 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 嘉手納町 2:49:171657 1118 當山　大樹 ﾄｳﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 那覇市 2:49:171658 2217 佐久川　実 ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 宜野湾市 2:49:211659 1763 砂川　詩音 ｽﾅｶﾞﾜ ｼｵﾝ 宜野湾市 2:49:261660 1650 大見謝　修 ｵｵﾐｼﾞｬ ｵｻﾑ 沖縄市 2:49:281661 2077 湧川　碧斗 ﾜｸｶﾞﾜ ｱｵﾄ 沖縄市 2:49:291662 270 植野　一成 ｳｴﾉ ｲｯｾｲ 浦添市 2:49:331663 1064 高良　航太 ﾀｶﾗ ｺｳﾀ 那覇市 2:49:331664 2105 宮里　和樹 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ 沖縄市 2:49:381665 2737 横田　英功 ﾖｺﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市 2:49:401666 1353 糸村　昌憲 ｲﾄﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 読谷村 2:49:401667 2190 仲本　和史 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 那覇市 2:49:401668 2155 栫　隆 ｶｺｲ ﾕﾀｶ 沖縄市 2:49:421669 2306 金城　宏夢 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾑ 那覇市 2:49:431670 1952 島袋　啓太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲﾀ 読谷村 2:49:441671 1965 久田　潤平 ｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 沖縄市 2:49:451672 2397 三浦　捺樹 ﾐｳﾗ ﾅﾂｷ 沖縄市 2:49:451673 508 Kenderdine Joshua Kenderdine Joshua 外国人 2:49:471674 1126 呉屋　航 ｺﾞﾔ ﾜﾀﾙ 宜野湾市 2:49:47



順位 ゼッケン№ 氏名 読み 市町村 タイム第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会第19回あやはし海中ロードレース大会

ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/7ハーフマラソンの部（男子着順）2019/4/71675 2657 上原　秀人 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 糸満市 2:49:551676 1587 渡邉　哲男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ うるま市 2:49:561677 2505 西島　将二 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 今帰仁村 2:49:57※制限時間内のみを表示


