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1 1127 座間味 弘樹 ｻﾞﾏﾐ ﾋﾛｷ うるま市  0:33:19
2 1074 渡邊 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 那覇市 自衛隊  0:33:40
3 1027 大嶺 優真 ｵｵﾐﾈ ﾕｳﾏ 国頭村 国頭村体協  0:36:04
4 1148 駒井 徹 ｺﾏｲ ﾄｵﾙ 北海道 北星学園大学  0:36:35
5 1031 市川 達朗 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 東京都  0:42:06
6 1105 島袋 健太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹﾝﾀ 伊江村 伊江農業水利  0:42:49
7 1054 玉城 秀次 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 名護市  0:43:33
8 1003 田中 守 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 西原町  0:44:01
9 1136 ﾌﾗﾝﾁｵｼ ﾏｳﾛ ﾌﾗﾝﾁｵｼ ﾏｳﾛ 大阪府  0:44:05

10 1086 金城 亮太 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 名護市  0:44:19
11 1109 利根 幸進 ﾄﾈ ﾕｷﾉﾌﾞ 東京都  0:44:47
12 1051 饒平名 知典 ﾖﾍﾅ ﾁﾉﾘ 読谷村  0:46:01
13 1132 仲村 卓之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 那覇市  0:46:44
14 1087 玉城 則光 名護市  0:46:53
15 1153 佐藤 義治 ｻﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 静岡県  0:47:34
16 1151 森 健太郎 ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 浦添市  0:47:58
17 1139 早坂 研 ﾊﾔｻｶ ｹﾝ 那覇市  0:48:23
18 1013 玉木 健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 名護市  0:48:23
19 1008 崎原 盛宏 ｻｷﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 北中城村  0:48:40
20 1085 宮城 勇也 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳﾔ 南風原町  0:48:52
21 1006 仲嶺 真二 ﾅｶﾐﾈ ｼﾝｼﾞ うるま市  0:48:52
22 1078 石嶺 哲也 ｲｼﾐﾈ ﾃﾂﾔ うるま市 チームけんぞう  0:49:00
23 1135 丸山 清隆 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 名護市 ＭＡＮＭＩ  0:49:23
24 1002 仲座 徹実 ﾅｶｻﾞ ﾃﾂﾐ 浦添市  0:49:55
25 1164 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都  0:50:22
26 1114 吉田 兼光 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈﾐﾂ 恩納村  0:50:52
27 1115 角田 三雄 ｶｸﾀﾞ ﾐﾂｵ 宮城県 多賀城走友会  0:51:07
28 1007 金城 充紀 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾉﾘ 名護市  0:51:18
29 1118 大友 正司 ｵｵﾄﾓ ﾏｻｼ 宮城県 多賀城走友会  0:51:24
30 1112 池上 長一 ｲｹｶﾞﾐ ﾁｮｳｲﾁ 沖縄市  0:51:28
31 1108 五十嵐 祐太郎 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都  0:52:04
32 1062 具志堅 秋夫 ｸﾞｼｹﾝ ｱｷｵ 名護市  0:52:19
33 1137 仲嶺 憂一 ﾅｶﾐﾈ ﾕｳｲﾁ 名護市 ＭＡＮＭＩ  0:52:23
34 1019 島野 一文 ｼﾏﾉ ｶｽﾞﾌﾐ 沖縄市  0:52:30
35 1012 神谷 康弘 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ 本部町  0:52:38
36 1072 金城 功 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲｻｵ 名護市  0:53:21
37 1095 山里 将秀 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 名護市  0:53:23
38 1011 矢野 剛 ﾔﾉ ﾂﾖｼ 久米島町  0:53:40
39 1090 平安山 英登 ﾍﾝｻﾞﾝ ﾋﾃﾞﾄ 名護市  0:53:47
40 1120 片山 享 ｶﾀﾔﾏ ｽｽﾑ 東京都  0:54:13
41 1088 前川 守和 ﾏｴｶﾜ ﾓﾘｶｽﾞ 南城市  0:54:35
42 1016 栗田 浩太郎 ｸﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ 那覇市  0:54:42
43 1154 小原 一 ｵﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 ぜんしょうじ  0:54:48
44 1159 坂上 広敏 ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾄｼ 東京都  0:55:02
45 1052 饒平名 知巳 ﾖﾍﾅ ﾄﾓﾐ 読谷村  0:55:06
46 1098 前川 顕造 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｿﾞｳ 名護市 やんばるクラブ  0:55:20
47 1121 木村 光男 ｷﾑﾗ ﾐﾂｵ 東京都  0:55:25
48 1111 昆 徳男 ｺﾝ ﾉﾘｵ 宮城県 多賀城走友会  0:55:30
49 1001 玉栄 拡 ﾀﾏｴ ﾋﾛﾑ うるま市  0:55:33
50 1083 前 光一郎 ﾏｴ ｺｳｲﾁﾛｳ 沖縄市  0:55:41
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51 1050 与久田 和男 ﾖｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 読谷村  0:55:46
52 1005 新田 浩史 ﾆｯﾀ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市  0:55:48
53 1068 砂川 尚幸 ｽﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 那覇市  0:55:49
54 1147 新屋 盛志郎 ｼﾝﾔ ｾｲｼﾛｳ 沖縄市  0:56:01
55 1128 Thomas Ervin Thomas Ervin 北谷町  0:56:07
56 1077 神里 研 ｶﾐｻﾞﾄ ｻﾄｼ 南風原町  0:56:16
57 1110 寄川 一博 ﾖﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 与那原町  0:56:20
58 1130 米村 文秀 ﾖﾈﾑﾗ ﾌﾐﾋﾃﾞ 沖縄市  0:56:57
59 1117 茂木 哲由 ﾓｷ ﾉﾘﾖｼ 群馬県  0:57:27
60 1081 崎山 朝文 ｻｷﾔﾏ ｱｻﾌﾐ 名護市  0:57:40
61 1036 真栄田 宗夫 ﾏｴﾀﾞ ﾑﾈｵ 名護市  0:57:56
62 1020 當山 幸光 ﾄｳﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 西原町  0:58:00
63 1047 稲嶺 進 ｲﾅﾐﾈ ｽｽﾑ 名護市 スリサーサー  0:58:00
64 1075 又吉 盛一 読谷村  0:58:08
65 1146 宮崎 嘉男 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｵ 名護市 ＢＵＴＡＢＯＲＩ  0:58:21
66 1097 我那覇 圭 ｶﾞﾅﾊ ｹｲ 名護市 やんばるクラブ  0:58:37
67 1029 山城 秀人 ﾔﾏｼﾛ ｼｭｳﾄ 南城市  0:58:46
68 1157 山城 透 ﾔﾏｼﾛ ﾄｵﾙ 今帰仁村  0:58:53
69 1133 茅原 秀行 ﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都  0:59:38
70 1028 兼島 恵良 ｶﾈｼﾏ ｹｲﾘｮｳ 豊見城市  0:59:39
71 1067 下地 政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 那覇市  0:59:46
72 1082 知念 善昭 ﾁﾈﾝ ﾖｼｱｷ 名護市  0:59:46
73 1070 城間 直彦 ｼﾛﾏ ﾅｵﾋｺ 浦添市  1:00:07
74 1065 松島 弘 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 那覇市  1:00:08
75 1096 津波 守 ﾂﾊ ﾏﾓﾙ 名護市 やんばるクラブ  1:00:18
76 1058 渡具知 慎 ﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 名護市  1:01:11
77 1063 野原 貞夫 ﾉﾊﾗ ｻﾀﾞｵ 南風原町  1:01:19
78 1134 大河原 広登 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾛﾄ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:01:21
79 1124 米川 日出男 ﾖﾈｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 東京都  1:01:31
80 1142 仲栄真 俊也 ﾅｶｴﾏ ﾄｼﾔ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:01:42
81 1010 佐藤 大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 北海道 滝川市体育協会  1:02:06
82 1018 島福 善弘 ｼﾏﾌｸ ﾖｼﾋﾛ 名護市 名護ＢＥＥＲＳ  1:02:19
83 1066 平辻 知也 ﾋﾗﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ 名護市 チームヒラ  1:02:41
84 1119 米盛 木 ﾖﾈﾓﾘ ｽﾅｵ 浦添市  1:02:45
85 1144 豊里 一 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾊｼﾞﾒ 沖縄市  1:02:46
86 1092 中村 肖三 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 中城村 琉球大学ＡＯ室  1:02:49
87 1049 吉濱 鉱 ﾖｼﾊﾏ ｺｳ 名護市  1:03:08
88 1103 大屋 栄治 ｵｵﾔ ｴｲｼﾞ 北中城村  1:03:13
89 1048 新垣 幸男 ｱﾗｶｷ ﾕｷｵ 那覇市  1:03:32
90 1076 小橋川 正勝 ｺﾊﾞｼｶﾜ ﾏｻｶﾂ 名護市  1:03:36
91 1129 大沼 哲也 ｵｵﾇﾏ ﾃﾂﾔ 名護市 ヤスコⅡ  1:03:52
92 1080 新里 幸美 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｷﾐ 宜野座村  1:03:54
93 1046 上原 数見 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 名護市  1:04:02
94 1042 GOMEZ JOE ｺﾞﾒｽ ｼﾞｮｰ 名護市  1:04:20
95 1021 座間味 宗繁 ｻﾞﾏﾐ ｿｳﾊﾝ 南風原町  1:04:24
96 1039 玉城 穣 ﾀﾏｼﾛ ﾕﾀｶ 名護市  1:04:51
97 1149 名嘉山 兼貴 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｷ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:05:06
98 1034 比嘉 淳 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 名護市  1:05:11
99 1122 前里 信幸 ﾏｴｻﾞﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 名護市  1:05:33

100 1125 松岡 裕之 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都  1:05:45
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101 1100 前川 周治 ﾏｴｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 名護市 やんばるクラブ  1:05:48
102 1099 松本 優 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ 名護市 やんばるクラブ  1:05:48
103 1044 吉元 弘一 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｲﾁ うるま市  1:05:50
104 1056 花城 清隆 那覇市  1:05:59
105 1024 阿波根 昌功 ｱﾊｺﾞﾝ ｼｮｳｺｳ 浦添市  1:06:03
106 1055 伊敷 元吉 ｲｼｷ ｹﾞﾝｷﾁ 宜野湾市  1:06:04
107 1014 末吉 進 ｽｴﾖｼ ｽｽﾑ 浦添市 浦添走友会  1:06:05
108 1035 備瀬 知吉 ﾋﾞｾ ﾁﾖｼ 名護市  1:06:08
109 1123 西尾 剛 ﾆｼｵ ﾂﾖｼ うるま市  1:07:15
110 1162 安原 義晴 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県  1:07:21
111 1158 星野 大輔 ﾎｼﾉ ﾀﾞｲｽｹ 南風原町  1:07:33
112 1040 仲程 亮太 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 本部町 名護税務署  1:07:46
113 1038 須田 裕介 ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 浦添市 名護税務署  1:07:46
114 1057 島袋 正之 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏｻﾕｷ うるま市  1:08:02
115 1041 大城 松健 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｹﾝ 名護市  1:08:03
116 1104 宮城 省吾 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 名護市 やんばるクラブ  1:09:48
117 1037 仲栄真 学 ﾅｶｴﾏ ﾏﾅﾌﾞ 本部町  1:10:46
118 1033 岩井田 直輝 ｲﾜｲﾀﾞ ﾅｵｷ 名護市  1:10:50
119 1161 大串 辰雄 ｵｵｸｼ ﾀﾂｵ 埼玉県 ☆大串家  1:11:19
120 1152 高田 拓平 ﾀｶﾀ ﾀｸﾍｲ 宜野湾市 新鮮組♭  1:11:26
121 1061 宮良 信作 ﾐﾔﾗ ｼﾝｻｸ 名護市  1:12:16
122 1091 髙志保 修 ﾀｶｼﾎ ｵｻﾑ 浦添市  1:12:41
123 1025 島袋 務 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾂﾄﾑ うるま市  1:13:00
124 1150 山城 朝也 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾓﾔ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:13:04
125 1069 與儀 元 ﾖｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 那覇市  1:13:29
126 1015 小藤 信行 ｺﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 島根県 つわのＮＧ  1:14:19
127 1141 崎浜 秀彦 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ 名護市 ＢＵＴＡＢＯＲＩ  1:14:31
128 1084 伊元 聴 ｲﾓﾄ ｻﾄｼ 八重瀬町 グシチヤンハシ  1:14:33
129 1043 具志堅 功 ｸﾞｼｹﾝ ｲｻｵ 名護市  1:15:24
130 1126 玉那覇 淳 ﾀﾏﾅﾊ ｼﾞｭﾝ 名護市 ＭＡＮＭＩ  1:16:16
131 1060 前川 啓 ﾏｴｶﾜ ﾋﾗｸ 名護市  1:17:11
132 1071 佐々木 高広 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 浦添市  1:17:27
133 1131 西島 将二 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 豊見城市  1:17:39
134 1155 山戸 一矢 ﾔﾏﾄ ｶｽﾞﾔ 恩納村  1:18:14
135 1138 満名 匠吾 ﾏﾝﾅ ｼｮｳｺﾞ 名護市 ＢＵＴＡＢＯＲＩ  1:22:37
136 1101 儀部 力哉 ｷﾞﾌﾞ ﾘｷﾔ 名護市 やんばるクラブ  1:22:38
137 1093 真木 永作 ﾏｷ ｴｲｻｸ 那覇市  1:29:26
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