
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 2206 仲間 孝大 ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ 豊見城市 ジュンテンドウ  1:07:50
2 2001 平良 長真 大宜味村 大宜味村役場  1:10:07
3 2139 下地 由祐 ｼﾓｼﾞ ﾕｳｽｹ 浦添市 沖縄国際大学  1:10:41
4 2002 入高島 卓也 宜野湾市 陸上自衛隊  1:11:04
5 2214 宇茂佐 隼人 ｳﾓｻ ﾊﾔﾄ 本部町 美咲特支学校  1:11:35
6 2006 大城 大地 浦添市 Ｗｅｌｌ・ＡＣ  1:11:38
7 2177 仲村 廣都 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 恩納村 沖縄国際大学  1:11:54
8 2004 末松 隆二 名護市 沖縄愛楽園  1:12:22
9 2315 菅沼 伸哉 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾔ 豊見城市  1:14:26

10 2114 水野 僚馬 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾏ 恩納村 沖縄国際大学  1:14:52
11 2005 与那覇 大二郎 名護市 (有)沖縄ｳｫｰﾀｰﾃｸﾉ  1:15:16
12 2153 大城 雄貴 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 名護市  1:15:19
13 2269 古川 晋 ﾌﾙｶﾜ ｽｽﾑ 那覇市  1:15:24
14 2141 新垣 勝裕 ｱﾗｶｷ ｶﾂﾋﾛ 南風原町  1:15:28
15 2393 西岡 真希 ﾆｼｵｶ ﾏｻｷ 奈良県 奈良教員クラブ  1:15:40
16 2152 大城 拓真 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾏ 糸満市  1:16:31
17 2140 下門 勇気 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 那覇市 陸上自衛隊  1:16:36
18 2399 黒島 昌樹 ｸﾛｼﾏ ﾏｻｷ 宮古島市  1:17:02
19 2203 大城 秀人 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞﾄ 南城市 沖縄国際大学  1:17:02
20 2229 新里 勝太 ｼﾝｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ 宜野座村 沖縄国際大学  1:17:11
21 2341 Ronald Wills Ronald Wills  1:19:37
22 2396 佐久川 大 ｻｸｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 本部町  1:20:00
23 2133 又吉 直也 ﾏﾀﾖｼ ﾅｵﾔ うるま市  1:20:57
24 2104 古山 秀樹 ﾌﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 那覇市  1:22:03
25 2199 徳重 昭仁 ﾄｸｼｹﾞ ｱｷﾋﾄ 南風原町 チームイエロー  1:24:10
26 2185 比嘉 成之 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾕｷ 名護市  1:25:04
27 2244 佐次田 義人 ｻｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 沖縄市  1:25:25
28 2190 大城 絢也 ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 那覇市 南風遊走会  1:25:39
29 2208 喜友名 雄亮 ｷｭｳﾅ ﾕｳｽｹ 読谷村  1:25:40
30 2332 中根 大貴 ﾅｶﾈ ﾀﾞｲｷ 北谷町  1:26:23
31 2282 村岡 玄規 ﾑﾗｵｶ ｹﾞﾝｷ 名護市 本荘第一病院  1:26:27
32 2234 親川 翔吾 ｵﾔｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 名護市  1:26:29
33 2227 大城 明広 ｵｵｼﾛ ｱｷﾋﾛ 宜野座村  1:26:41
34 2116 具志堅 友弥 ｸﾞｼｹﾝ ﾄﾓﾔ 浦添市  1:27:33
35 2171 大城 勇也 ｵｵｼﾛ ﾕｳﾔ 宜野座村  1:28:22
36 2135 翁長 陽一 ｵﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 糸満市  1:28:45
37 2342 ﾊﾝｿﾝ ﾄｰﾏｽ ﾊﾝｿﾝ ﾄｰﾏｽ 沖縄市  1:29:19
38 2102 池谷 大介 ｲｹｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 名護市  1:29:33
39 2108 桑原 寛次 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 豊見城市 チームゴーヤー  1:29:38
40 2207 大城 辰元 ｵｵｼﾛ ﾀﾂﾕｷ 南城市  1:30:07
41 2248 崎山 朝仁 ｻｷﾔﾏ ｱｻﾋﾄ 名護市  1:30:27
42 2113 福地 壮太 ﾌｸﾁ ｿｳﾀ 大宜味村  1:32:07
43 2198 島袋 和博 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾋﾛ 伊江村  1:33:16
44 2103 鎌田 達郎 ｶﾏﾀ ﾀﾂﾛｳ 宜野湾市  1:34:20
45 2291 安村 政治 ﾔｽﾑﾗ ﾏｻｼﾞ 名護市  1:34:29
46 2142 棚原 隆 ﾀﾅﾊﾗ ﾀｶｼ 伊江村  1:34:29
47 2299 志良堂 清正 ｼﾗﾄﾞｳ ｷﾖﾏｻ 浦添市  1:34:39
48 2306 喜瀬 圭太 ｷｾ ｹｲﾀ 名護市  1:34:58
49 2128 溝口 雄紀 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 那覇市  1:35:16
50 2370 sonora jordan sonora jordan ｓｅｌｆ  1:35:28
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51 2281 金城 絢一 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 名護市  1:35:31
52 2180 礒 健太 ｲｿ ｹﾝﾀ 本部町  1:35:33
53 2319 備瀬 大介 ﾋﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ 本部町  1:35:35
54 2378 五十嵐 利治 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾊﾙ 福岡県 ＳＭＳ－ＡＣ  1:35:53
55 2156 玉城 慶三 ﾀﾏｼﾛ ｹｲｿﾞｳ 金武町  1:36:20
56 2388 又吉 築 ﾏﾀﾖｼ ｷｽﾞｸ 読谷村  1:37:06
57 2375 陶山 彰吾 ｽﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 東京都  1:37:08
58 2224 上間 一樹 ｳｴﾏ ｶｽﾞｷ 名護市 リトル会  1:37:49
59 2392 當山 貴巳 ﾄｳﾔﾏ ﾖｼﾐ 沖縄市  1:38:34
60 2274 小山 大輔 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都  1:38:59
61 2394 喜舎場 睦也 ｷｼｬﾊﾞ ﾑﾂﾔ うるま市  1:39:11
62 2212 知念 樹 ﾁﾈﾝ ﾀﾂｷ 南風原町  1:40:13
63 2137 平野 亮 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 那覇市  1:40:54
64 2242 喜舎場 亮太 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市  1:40:56
65 2231 石嶺 真琴 ｲｼﾐﾈ ﾏｺﾄ うるま市 チームけんぞう  1:41:03
66 2209 島袋 大輔 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾞｲｽｹ 今帰仁村 北部農林高校  1:41:42
67 2358 酒井 裕也 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 名護市  1:41:50
68 2111 前加良 太作 ﾏｴｶﾗ ﾀｲｻｸ 宜野湾市  1:41:59
69 2215 西村 祥吾 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 那覇市 ＪＴＡ  1:42:28
70 2124 金城 裕亮 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 那覇市 はりゅう走友会  1:42:39
71 2253 Richard Bliavlt 宜野湾市  1:44:11
72 2223 比嘉 陽介 ﾋｶﾞ ﾖｳｽｹ 名護市  1:44:39
73 2127 齋藤 慎二 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 那覇市  1:46:29
74 2373 岡本 一崇 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 名護市  1:47:02
75 2106 津波 巧真 ﾂﾊ ﾀｸﾏ 西原町  1:47:50
76 2230 伊波 興志郎 ｲﾊ ｷｮｳｼﾛｳ 北谷町  1:48:30
77 2380 謝花 千博 ｼﾞｬﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ うるま市  1:49:27
78 2188 玉城 哲 ﾀﾏｼﾛ ｻﾄｼ 名護市 やんばるクラブ  1:50:07
79 2169 宮里 力 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾁｶﾗ 名護市  1:50:31
80 2236 池間 圭祐 ｲｹﾏ ｹｲｽｹ 名護市 勝山病院  1:50:49
81 2150 上戸 篤 ｶﾐﾄ ｱﾂｼ 名護市  1:51:01
82 2107 寄川 晃生 ﾖｾｶﾜ ｱｷｵ 沖縄市  1:51:04
83 2278 小波津 賢 ｺﾊﾂ ｹﾝ 沖縄市  1:51:14
84 2295 屋比久 寿 ﾔﾋﾞｸ ﾋｻｼ 名護市  1:51:19
85 2300 喜世川 匡 ｷﾖｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 嘉手納町  1:51:34
86 2361 幸地 修人 ｺｳﾁ ｼｭｳﾄ 那覇市  1:52:45
87 2376 岩崎 武將 ｲﾜｻｷ ﾀｹﾏｻ 中城村  1:53:05
88 2195 比嘉 康敬 名護市  1:53:43
89 2406 成田 慶至 ﾅﾘﾀ ｹｲｼﾞ 埼玉県  1:53:59
90 2334 塩路 流太 ｼｵｼﾞ ﾘｭｳﾀ 名護市  1:54:28
91 2216 大城 卓也 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾔ 那覇市 中城海上保安部  1:54:35
92 2260 大兼久 淳司 ｵｵｶﾞﾈｸ ｱﾂｼ 名護市  1:55:07
93 2155 玉城 昌一 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳｲﾁ 名護市  1:55:59
94 2323 山城 広貴 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 那覇市  1:56:14
95 2369 川村 多聞 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾓﾝ 那覇市  1:56:15
96 2362 又吉 康斗 ﾏﾀﾖｼ ﾔｽﾄ 名護市  1:56:16
97 2372 相澤 航太 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ 名護市  1:56:19
98 2405 勝野 翔悟 ｶﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県  1:56:38
99 2252 平良 孝太郎 ﾀｲﾗ ｺｳﾀﾛｳ 名護市  1:56:43

100 2401 川田 聖樹 ｶﾜﾀ ｷﾖｷ 那覇市  1:57:02
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101 2314 富岡 淳 ﾄﾐｵｶ ｱﾂ 名護市  1:57:17
102 2283 喜舎場 健次 ｷｼｬﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 中城村  1:57:28
103 2138 与儀 勇太 ﾖｷﾞ ﾕｳﾀ 名護市  1:57:30
104 2226 新垣 光永 ｱﾗｶｷ ﾐﾂﾉﾘ 名護市  1:58:06
105 2337 西銘 朝陽 ﾆｼﾒ ﾄﾓｱｷ うるま市  1:58:15
106 2178 富永 洋 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 那覇市  1:58:17
107 2202 當原 直樹 ﾄｳﾊﾗ ﾅｵｷ 宜野湾市  1:59:02
108 2387 ﾊﾞｰｸ ﾄｷ ﾊﾞｰｸ ﾄｷ 今帰仁村 今帰仁  2:00:07
109 2176 前川 尚也 ﾏｴｶﾜ ﾅｵﾔ 伊是名村  2:00:08
110 2158 岸本 葵 ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ 名護市  2:00:12
111 2173 大城 匠 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾐ 北中城村  2:00:13
112 2143 外間 輔 ﾎｶﾏ ﾀｽｸ 名護市  2:00:20
113 2192 宮里 孝俊 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶﾄｼ 名護市  2:00:33
114 2201 仲宗根 重博 ﾅｶｿﾈ ｼｹﾞﾋﾛ 浦添市  2:01:13
115 2347 喜屋原 正広 ｷﾔﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ うるま市 ＴＫＤ  2:01:48
116 2148 饒波 暁司 ﾉﾊ ﾂｶｻ 名護市  2:01:52
117 2404 三成 理 ﾐﾅﾘ ｵｻﾑ 東京都 国際システム  2:01:56
118 2213 石川 卓也 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ うるま市  2:02:40
119 2211 山城 侑剛 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｺﾞ 名護市  2:02:43
120 2109 加島 正行 ｶｼﾏ ﾏｻﾐﾁ 糸満市  2:02:51
121 2345 上野 渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 沖縄市  2:03:54
122 2170 比嘉 弘樹 ﾋｶﾞ ﾋﾛｷ 那覇市  2:04:04
123 2144 井ﾉ口 彰良 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｷﾖｼ 名護市  2:04:06
124 2298 佐次田 清彦 ｻｼﾞﾀ ｷﾖﾋｺ 浦添市  2:04:15
125 2237 金城 勝一朗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ名護市 ＴＫＤ  2:04:30
126 2379 大城 統 ｵｵｼﾛ ｵｻﾑ 名護市  2:04:59
127 2328 比知屋 政樹 ﾋﾁﾔ ﾏｻｷ 恩納村  2:05:01
128 2204 吉田 成孝 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘﾀｶ 名護市  2:05:07
129 2175 赤嶺 幸治 ｱｶﾐﾈ ﾕｷﾊﾙ 豊見城市  2:06:21
130 2268 小底 大吾 ｺｿｺ ﾀﾞｲｺﾞ 那覇市 ＤＮＳ  2:06:41
131 2254 新里 雄仁 ｼﾝｻﾞﾄ ｶﾂﾋﾄ 名護市 ヤンバルクラブ  2:07:33
132 2189 久高 哲矢 ｸﾀﾞｶ ﾃﾂﾔ 名護市  2:07:35
133 2101 國吉 尚 ｸﾆﾖｼ ﾀｶｼ 那覇市  2:08:05
134 2241 比嘉 康太 ﾋｶﾞ ｺｳﾀ うるま市  2:08:43
135 2377 伊波 祐 ｲﾊ ﾀｽｸ 沖縄市  2:08:56
136 2307 洲鎌 慎一 ｽｶﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 名護市 ＢＵＴＡＢＯＲＩ  2:10:52
137 2275 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 那覇市  2:11:11
138 2118 大城 盛隆 ｵｵｼﾛ ﾓﾘﾀｶ 今帰仁村  2:11:41
139 2123 島袋 力也 ｼﾏﾌﾞｸ ﾘｷﾔ 沖縄市  2:11:54
140 2381 伊良波 幸範 ｲﾗﾊ ﾕｷﾉﾘ 今帰仁村  2:12:14
141 2403 三井 雄貴 ﾐﾂｲ ﾕｳｷ 東京都  2:12:37
142 2191 天久 司 ｱﾒｸ ﾂｶｻ 名護市 チーム明  2:12:41
143 2297 神山 寛之 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 名護市  2:12:49
144 2290 岸本 健吾 ｷｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 名護市  2:12:49
145 2329 高田 良太 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 名護市  2:12:53
146 2293 甲斐 俊也 ｶｲ ﾄｼﾔ 本部町  2:13:32
147 2288 Williams Justin ｳｨﾘｱﾑｽ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ北中城村 Ｃｈｅｎｅｇａ  2:13:49
148 2164 儀間 優樹 ｷﾞﾏ ﾕｳｷ 名護市  2:13:59
149 2205 伊芸 努 ｲｹﾞｲ ﾂﾄﾑ 金武町  2:14:13
150 2317 加治佐 智秋 ｶｼﾞｻ ﾁｱｷ 宜野湾市  2:14:52
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151 2249 高良 伸 ﾀｶﾗ ｼﾝ 名護市  2:14:57
152 2333 比嘉 優太郎 ﾋｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 名護市 国際システム  2:15:06
153 2257 大城 裕次 ｵｵｼﾛ ﾕｳｼﾞ 与那原町  2:15:07
154 2353 新垣 志朗 ｱﾗｶｷ ｼﾛｳ 名護市  2:15:21
155 2136 宮城 誠司 ﾐﾔｷﾞ ｾｲｼﾞ 宜野座村 めいほう名護店  2:15:25
156 2163 山城 勝馬 ﾔﾏｼﾛ ｶﾂﾏ 名護市  2:15:32
157 2232 野末 崇文 ﾉｽﾞｴ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 大同大学  2:15:37
158 2400 藤田 雅幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 ＮＰＢＬ  2:16:06
159 2320 島袋 靖史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾔｽｼ 那覇市  2:16:08
160 2182 伊禮 修平 ｲﾚｲ ｼｭｳﾍｲ 伊是名村  2:16:21
161 2149 宇治橋 政人 ｳｼﾞﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 名護市  2:16:31
162 2383 石川 光男 ｲｼｶﾜ ﾐﾂｵ うるま市  2:16:51
163 2172 与那嶺 幸広 ﾖﾅﾐﾈ ﾕｷﾋﾛ 西原町  2:17:12
164 2310 山下 義道 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾐﾁ 沖縄市  2:17:13
165 2389 鈴木 佑輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 宜野湾市  2:17:58
166 2119 佐藤 崇仁 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 名護市  2:18:12
167 2218 大城 祥太 ｵｵｼﾛ ｼｮｳﾀ 名護市  2:18:25
168 2179 越智 佑輔 ｵﾁ ﾕｳｽｹ 沖縄市  2:18:44
169 2110 宮平 守一 ﾐﾔﾋﾗ ﾓﾘｲﾁ 那覇市 首里城走ろう会  2:18:45
170 2360 中村 貴 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 千葉県  2:19:15
171 2197 高橋 幸次郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞﾛｳ 那覇市 調布北ＡＣ  2:19:28
172 2287 玉城 武 ﾀﾏｼﾛ ﾀｹｼ 浦添市  2:19:31
173 2351 川畑 拓人 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄ 浦添市  2:19:46
174 2385 石原 大貴 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 那覇市  2:19:48
175 2220 上里 成彦 ｳｴｻﾞﾄ ﾏｻﾋｺ 名護市  2:20:18
176 2121 新垣 善人 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾄ 宜野湾市  2:20:30
177 2259 玉城 竜 ﾀﾏｷ ﾘｭｳ 名護市 やんばるクラブ  2:21:06
178 2168 玉城 修一 ﾀﾏｼﾛ ｼｭｳｲﾁ 名護市  2:21:13
179 2270 上地 大介 ｳｴﾁ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市  2:22:08
180 2348 林 允 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 西原町  2:22:26
181 2311 渡口 隼人 ﾄｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 名護市  2:22:31
182 2132 仲宗根 将人 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾄ 沖縄市  2:23:01
183 2159 棚原 正人 ﾀﾅﾊﾗ ﾏｻﾄ 名護市  2:23:05
184 2239 山本 一寛 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府  2:23:32
185 2407 石本 真敏 ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 名護市  2:24:50
186 2145 天願 翔太 ﾃﾝｶﾞﾝ ｼｮｳﾀ 名護市  2:25:00
187 2194 久場 兼太 ｸﾊﾞ ｹﾝﾀ 名護市  2:25:48
188 2368 宮城 秀成 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾅﾘ 名護市 ＭＡＮＭＩ  2:25:58
189 2165 北之坊 誠也 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ｾｲﾔ 名護市  2:27:10
190 2166 宮城 慎也 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 名護市  2:27:10
191 2309 比嘉 和也 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾔ 那覇市  2:28:09
192 2115 玉城 広樹 ﾀﾏｷ ﾋﾛｷ 那覇市  2:28:29
193 2272 ﾂﾊｺ ﾘｮｳﾀ 名護市  2:28:39
194 2184 山田 義幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 八重瀬町  2:29:08
195 2264 屋宜 秀典 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 南城市  2:29:17
196 2258 洞 尚太郎 ﾎﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 名護市  2:29:18
197 2262 下地 昭寛 ｼﾓｼﾞ ｱｷﾋﾛ 豊見城市  2:30:32
198 2183 内間 陽大 ｳﾁﾏ ﾖｳﾀﾞｲ 名護市  2:30:37
199 2167 大城 秀樹 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞｷ 名護市  2:30:48
200 2245 宮平 亮 ﾐﾔﾋﾗ ﾘｮｳ 那覇市  2:30:58
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201 2343 吉田 直弘 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 沖縄市  2:30:59
202 2357 島 秀作 ｼﾏ ｼｭｳｻｸ 名護市 名桜大学　学生  2:31:28
203 2331 中村 義範 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 沖縄市  2:33:03
204 2154 渡嘉敷 幸太 ﾄｶｼｷ ｺｳﾀ 本部町 チームＳＯＬＡ  2:33:14
205 2271 金城 ﾊﾙｷ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ 名護市  2:34:32
206 2316 當山 陽 ﾄｳﾔﾏ ﾊﾙﾔ 名護市  2:34:47
207 2122 新城 航 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾜﾀﾙ 名護市  2:34:51
208 2359 大城 友秀 ｵｵｼﾛ ﾄﾓﾋﾃﾞ 名護市  2:34:57
209 2238 安里 友一 ｱｻﾄ ﾄﾓｶｽﾞ 名護市 ＴＫＤ  2:37:04
210 2277 上間 純樹 ｳｴﾏ ｼﾞｭﾝｷ 本部町  2:37:15
211 2366 宮城 涼太 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ 名護市  2:37:35
212 2286 西原 隆仁 ﾆｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾄ 那覇市  2:38:26
213 2112 宮城 幸雄 ﾐﾔｷﾞ ﾕｷｵ 糸満市  2:38:39
214 2292 田中 善隆 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 沖縄市  2:39:37
215 2222 相原 修平 ｱｲﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 名護市  2:39:38
216 2284 曽爾 浩太郎 ｿｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 名護市  2:39:39
217 2340 久保 竜一 ｸﾎﾞ ﾘｭｳｲﾁ 那覇市 サザンビーチ  2:40:03
218 2312 垣花 司 ｶｷﾊﾅ ﾂｶｻ 名護市  2:40:16
219 2305 Blythe Joshua ﾌﾞﾗｲｽ ｼﾞｬｼｭｱ 名護市  2:40:39
220 2221 仲地 健哉 ﾅｶﾁ ﾀｹﾔ 名護市  2:40:39
221 2273 島袋 慶 ｼﾏﾌﾞｸ ｹｲ 浦添市  2:41:08
222 2129 阿野 誠 ｱﾉ ﾏｺﾄ 那覇市  2:41:23
223 2187 黒島 豪 ｸﾛｼﾏ ﾀｹｼ 名護市  2:43:00
224 2325 中村 弘 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 名護市  2:43:20
225 2346 知念 隆盛 ﾁﾈﾝ ﾀｶﾓﾘ 沖縄市  2:43:51
226 2134 久保田 浩幸 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 宜野座村  2:45:08
227 2174 湧川 卓也 ﾜｸｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 北中城村  2:45:23
228 2210 座喜味 盛一郎 ｻﾞｷﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 名護市  2:45:36
229 2200 伊智 保司 ｲﾁ ﾔｽｼ 浦添市  2:48:35
230 2251 翁長 雄大 ｵﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 那覇市  2:48:35
231 2228 知花 元博 ﾁﾊﾞﾅ ﾓﾄﾋﾛ 読谷村  2:49:42
232 2402 福田 真広 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 那覇市  2:49:44
233 2330 儀間 政樹 ｷﾞﾏ ﾏｻｷ 名護市  2:50:53
234 2285 満岡 宏 ﾐﾂｵｶ ﾋﾛｼ 名護市  2:52:11
235 2247 山入端 政和 ﾔﾏﾉﾊ ﾏｻｶｽﾞ 南風原町  2:52:30
236 2246 髙江洲 大輔 ﾀｶｴｽ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市  2:52:31
237 2294 崎浜 秀貴 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 那覇市  2:53:11
238 2313 和田 陽仁 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 名護市  2:53:37
239 2120 比嘉 龍太郎 ﾋｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 名護市  2:53:40
240 2354 堀 裕介 ﾎﾘ ﾕｳｽｹ 西原町  2:54:05
241 2338 名嘉真 涼太 ﾅｶﾏ ﾘｮｳﾀ 沖縄市  2:54:16
242 2326 前泊 親志 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ﾁｶｼ 名護市  2:54:18
243 2157 宮國 隼一 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾊﾔﾄ 名護市  2:54:33
244 2303 下地 秀弥 ｼﾓｼﾞ ﾋﾃﾞﾔ 名護市  2:54:52
245 2397 屋宜 陽輔 ﾔｷﾞ ﾖｳｽｹ 宜野湾市 新鮮組♭  2:55:39
246 2322 長浜 正生 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻﾅﾘ 八重瀬町  2:55:47
247 2233 津波 道孝 ﾂﾊ ﾐﾁﾀｶ 名護市  2:57:45
248 2391 宮城 安春 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽﾊﾙ 沖縄市  2:57:47
249 2162 嘉陽 裕介 ｶﾖｳ ﾕｳｽｹ 名護市  2:57:57
250 2160 具志堅 広大 ｸﾞｼｹﾝ ｺｳﾀﾞｲ 名護市  2:57:57
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251 2382 池田 浩 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県  2:58:19
252 2243 古堅 建 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾀﾂﾙ 名護市  2:59:24
253 2186 仲村 将平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 名護市  3:00:00
254 2193 普久原 朝比古 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ 沖縄市  3:00:36
255 2336 川満 基史 ｶﾜﾐﾂ ﾓﾄｼ 名護市  3:01:08
256 2255 比嘉 裕樹 ﾋｶﾞ ﾕｳｷ 名護市  3:01:28
257 2256 奥濱 真至 ｵｸﾊﾏ ﾅｵﾐﾁ 名護市  3:01:29
258 2265 梶村 宗司 ｶｼﾞﾑﾗ ｿｳｼﾞ 名護市  3:01:32
259 2235 金城 元 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾞﾝ 本部町  3:04:52

ハーフマラソン 一般男子


