
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 3093 仲井間 憲彦 ﾅｶｲﾏ ﾉﾘﾋｺ 名護市  1:15:01
2 3062 斉藤 公信 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾉﾌﾞ 那覇市 ＮＡＨＡ  1:18:02
3 3378 児玉 明紀 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾉﾘ 名護市 沖縄労働局  1:18:26
4 3008 藤本 憲児 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根県 津和野ＡＣ  1:18:39
5 3379 原田 義文 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 宜野湾市 ハートライフ  1:19:08
6 3072 大城 康秀 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 豊見城市 チームイエロー  1:19:52
7 3117 小橋川 優 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 名護市  1:20:38
8 3115 宮平 淳二 名護市  1:20:58
9 3025 河村 元基 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾄｷ 沖縄市  1:21:01

10 3020 大塚 真人 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾄ 宜野湾市  1:21:16
11 3054 根路銘 直樹 ﾈﾛﾒ ﾅｵｷ 沖縄市  1:21:24
12 3280 Jonathan BeyerJonathan Beyer読谷村  1:22:24
13 3200 又吉 充 ﾏﾀﾖｼ ﾐﾂﾙ うるま市  1:22:36
14 3024 玉栄 治 ﾀﾏｴ ｵｻﾑ 北中城村  1:22:53
15 3400 村上 義貴 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 那覇市  1:23:04
16 3237 玉城 学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ 宜野湾市  1:23:57
17 3257 石井 祐一 ｲｼｲ ﾕｳｳｲﾁ 南城市 AC Secound Chance  1:24:34
18 3223 比嘉 健太 ﾋｶﾞ ｹﾝﾀ 那覇市  1:24:50
19 3038 伊波 克哉 ｲﾊ ｶﾂﾔ 沖縄市  1:25:27
20 3348 知花 幸次 ﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞ 読谷村 読谷字波ひラン  1:25:42
21 3112 輕尾 洋 ｶﾙｵ ﾋﾛｼ 本部町  1:25:44
22 3380 仲宗根 晋也 ﾅｶｿﾈ ｼﾝﾔ 那覇市  1:25:52
23 3270 永本 寛樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 那覇市  1:25:59
24 3068 才野 永之 ｻｲﾉ ﾅｶﾞﾕｷ 名護市 ２１世紀の森Ｒ  1:26:04
25 3035 中山 洋一郎 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ宜野湾市  1:26:07
26 3359 大城 健 ｵｵｼﾛ ｹﾝ 浦添市  1:26:25
27 3039 當銘 伸吾 ﾄｳﾒ ｼﾝｺﾞ 名護市 やんばら～ず  1:26:45
28 3252 小泉 信宏 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県  1:26:46
29 3022 備瀬 智篤 ﾋﾞｾ ﾄﾓｱﾂ 読谷村  1:26:54
30 3065 前田 靖 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ うるま市  1:27:17
31 3357 山本 大介 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市  1:27:24
32 3171 比嘉 忍 ﾋｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 名護市  1:28:01
33 3114 金城 貴徳 名護市  1:28:15
34 3328 大城 竹広 ｵｵｼﾛ ﾀｹﾋﾛ 大宜味村 大宜味村役場  1:28:31
35 3277 園崎 達秀 ｿﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾋﾃﾞ 北中城村 安木内科  1:29:06
36 3167 上江洲 悟 ｳｴｽﾞ ｻﾄﾙ うるま市 うるま  1:29:08
37 3215 米山 卓志 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｶｼ 那覇市 ＲＵＮじょ～ぐ～  1:29:55
38 3090 安慶名 努 ｱｹﾞﾅ ﾂﾄﾑ 沖縄市  1:30:13
39 3214 小山 博之 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 豊見城市  1:30:23
40 3097 仲村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 読谷村  1:30:55
41 3094 仲村 政直 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾅｵ 名護市  1:31:03
42 3406 比嘉 憲一 ﾋｶﾞ ｹﾝｲﾁ うるま市  1:32:25
43 3392 後藤 英輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県  1:32:41
44 3292 宮城 望 ﾐﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾑ 北中城村  1:32:57
45 3254 照屋 康之 ﾃﾙﾔ ﾔｽﾕｷ 沖縄市  1:33:00
46 3012 鮫島 憲吾 ｻﾒｼﾏ ｹﾝｺﾞ 久米島町  1:33:06
47 3015 中島 優 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾙ 那覇市 ＲＵＮじょ～ぐ  1:33:50
48 3007 伊波 善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 那覇市  1:34:04
49 3399 花房 幸司 ﾊﾅﾌｻ ｺｳｼﾞ 大阪府  1:34:06
50 3173 金城 直哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅｵﾔ 名護市 沖縄伊藤園  1:34:34
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51 3092 比嘉 雄也 ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ 1:36:14
52 3046 仲宗根 剛 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ 南風原町 山内黒糖  1:36:17
53 3312 鈴木 隆裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 中城村 沖縄素潜り軍団  1:36:24
54 3079 東江 広明 ｱｶﾞﾘｴ ﾋﾛｱｷ 名護市 沖縄県庁健走会  1:37:06
55 3004 島袋 武和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｹｶｽﾞ 名護市  1:38:43
56 3005 奥松 竜也 ｵｸﾏﾂ ﾀﾂﾔ 糸満市  1:38:43
57 3374 羽地 正顕 ﾊﾈｼﾞ ﾏｻｱｷ 豊見城市  1:38:57
58 3382 山田 忠勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｶﾂ 浦添市  1:39:10
59 3067 伊波 幹 ｲﾊ ﾓﾄｷ 名護市  1:39:17
60 3163 豊平 剛次 ﾄﾖﾋﾗ ｺﾞｳｼﾞ 那覇市  1:39:30
61 3009 大木 鉄夫 ｵｵｷ ﾃﾂｵ 名護市  1:39:47
62 3269 chad tidwell chad tidwell  1:39:53
63 3063 屋宜 宣貴 ﾔｷﾞ ﾉﾘﾀｶ 那覇市 のんちゃんず  1:40:08
64 3216 津嘉山 秀次 ﾂｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾂｷﾞ 沖縄市  1:40:20
65 3394 三杉 篤史 ﾐｽｷﾞ ｱﾂｼ 糸満市 南山病院  1:40:27
66 3075 安里 真 ｱｻﾄ ｼﾝ 宜野湾市  1:40:36
67 3201 SHORT MICHAELSｼｮｵｰﾄ ﾏｲｹﾙ うるま市  1:40:38
68 3369 長屋 健三 ﾅｶﾞﾔ ｹﾝｿﾞｳ 名護市  1:40:56
69 3198 伊波 秀樹 ｲﾊ ﾋﾃﾞｷ うるま市  1:41:01
70 3410 正木 智也 ﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 東京都  1:41:42
71 3122 仲宗根 聡 ﾅｶｿﾈ ｻﾄｼ 北中城村  1:41:45
72 3126 知名 竜昭 ﾁﾅ ﾀﾂｱｷ 読谷村  1:41:57
73 3322 新垣 茂人 ｱﾗｶｷ ｼｹﾞﾄ 西原町  1:42:12
74 3147 平良 和則 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市  1:42:19
75 3172 新里 康 ｼﾝｻﾞﾄ ｺｳ 西原町  1:42:23
76 3144 天久 農 ｱﾒｸ ﾐﾉﾘ 読谷村  1:42:26
77 3043 仲里 隼 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊﾔﾄ 宜野湾市  1:42:30
78 3098 伊佐 行弘 ｲｻ ﾕｷﾋﾛ 宜野湾市  1:42:33
79 3261 東江 一平 ｱｶﾞﾘｴ ｲｯﾍﾟｲ 豊見城市  1:42:38
80 3244 新垣 剛 ｱﾗｶｷ ﾂﾖｼ 宜野湾市  1:42:39
81 3083 川上 修司 ｶﾜｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 那覇市  1:43:04
82 3278 當山 清朋 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾄﾓ 浦添市  1:43:09
83 3356 高宮城 純 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝ 北谷町  1:43:50
84 3227 雑賀 啓介 ｻｲｶ ｹｲｽｹ 東京都  1:44:32
85 3340 比嘉 優 ﾋｶﾞ ﾕｳ 南風原町  1:44:45
86 3338 増田 国将 ﾏｽﾀﾞ ｸﾆﾕｷ 那覇市 ソフトバンク  1:44:47
87 3402 山中 雅之 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 京都府 朋和産業㈱  1:44:53
88 3073 野原 進 ﾉﾊﾗ ｽｽﾑ 那覇市 ＪＴＡＭＭＡ  1:44:59
89 3330 上地 野我 ｳｴﾁ ﾉｱ 浦添市  1:45:18
90 3293 本永 貴也 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾔ 宜野湾市  1:45:37
91 3105 川村 勝弥 ｶﾜﾑﾗ ｶﾂﾔ 名護市 宮里病院  1:45:49
92 3398 郡上 慶孝 ｸﾞﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 磯テック４４  1:46:07
93 3145 岸本 朋也 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾔ 名護市  1:46:11
94 3422 服部 義一 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ 大阪府  1:46:14
95 3259 井上 英将 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾏｻ 糸満市  1:46:23
96 3010 仲嶺 真之 ﾅｶﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 沖縄市  1:46:26
97 3066 眞榮田 義隆 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 沖縄市  1:46:34
98 3101 John Hyatt ｼﾞｮﾝ ﾊｲｱｯﾄ 浦添市  1:46:55
99 3363 仲宗根 丈晴 ﾅｶｿﾈ ﾀｹﾅﾙ 名護市  1:46:58

100 3123 知念 敦 ﾁﾈﾝ ｱﾂｼ うるま市  1:47:16
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101 3175 伊豆味 薫 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾙ 名護市  1:47:44
102 3245 高橋 俊策 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｻｸ 宮城県 多賀城走友会  1:47:50
103 3203 大城 洋二 ｵｵｼﾛ ﾖｳｼﾞ 南城市 チームイエロー  1:47:54
104 3202 岸本 崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ 名護市  1:48:12
105 3128 玉城 初 ﾀﾏｼﾛ ﾊｼﾞﾒ 読谷村 まらなた  1:48:17
106 3355 漆畑 研太 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀ 東京都 町田市南大宅  1:48:21
107 3418 岩田 雄一郎 ｲﾜﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 名護市  1:48:39
108 3026 濱本 健太 ﾊﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 国頭村  1:49:40
109 3055 松田 斉 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾄｼ 那覇市  1:50:00
110 3166 畦町 安男 ｱｾﾞﾏﾁ ﾔｽｵ 浦添市  1:50:35
111 3133 新垣 健司 ｼﾝｶﾞｷ ﾀｹｼ 沖縄市 チームゴーヤー  1:50:51
112 3401 内藤 博義 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 リィツメディカ  1:51:07
113 3041 内海 秀彰 ｳﾂﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 那覇市  1:51:24
114 3417 中村 孝一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 那覇市 ＫＩＤＳ  1:52:00
115 3365 照屋 裕作 ﾃﾙﾔ ﾕｳｻｸ 名護市  1:52:11
116 3206 津波古 充 ﾂﾊｺ ﾏｺﾄ 与那原町 ナンプウユウソ  1:52:44
117 3159 神谷 乗之 ｶﾐﾔ ﾉﾘﾕｷ 読谷村  1:52:50
118 3197 知念 元喜 ﾁﾈﾝ ﾓﾄｷ 浦添市  1:52:54
119 3061 森 淳之輔 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 沖縄市  1:52:54
120 3213 大宜見 朝之 ｵｵｷﾞﾐ ﾄﾓﾕｷ 読谷村  1:52:57
121 3087 田島 兵章 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 名護市  1:52:58
122 3325 Ricky Brown Ricky Brown Ｍａｒｉｎｅ  1:53:18
123 3387 重富 浩樹 ｼｹﾞﾄﾐ ﾋﾛｷ 福岡県  1:53:20
124 3242 川満 恵 ｶﾜﾐﾂ ﾒｸﾞﾑ 沖縄市  1:53:30
125 3247 野里 健一 ﾉｻﾄ ｹﾝｲﾁ 与那原町  1:53:43
126 3151 髙宮城 勝史 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ｶﾂｼ 浦添市  1:54:06
127 3345 松岡 孝征 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾕｷ うるま市  1:54:36
128 3102 仲宗根 竹一 ﾅｶｿﾈ ﾀｹｲﾁ 宜野湾市  1:55:35
129 3111 若浦 章二 ﾜｶｳﾗ ｼｮｳﾆ 北谷町  1:55:36
130 3096 外間 満 ﾎｶﾏ ﾐﾂﾙ うるま市  1:55:44
131 3371 玉城 弘樹 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 名護市  1:55:53
132 3170 大石根 達 ｵｵｲｼﾈ ｻﾄﾙ うるま市  1:55:57
133 3156 大城 拓也 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾔ 名護市  1:55:58
134 3129 嘉数 俊彦 ｶｶｽﾞ ﾄｼﾋｺ 名護市  1:56:20
135 3297 喜久川 政義 ｷｸｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ うるま市 ちんすこう  1:56:58
136 3044 山城 隼人 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾔﾄ 宜野湾市 はごろも走友会  1:57:20
137 3140 桃原 亮幸 浦添市  1:57:27
138 3263 木村 智弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 名護市  1:58:32
139 3078 知念 徹 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 名護市  1:58:35
140 3023 坪内 隆史 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｼ 宜野湾市  1:58:55
141 3288 迫元 朋宏 ｻｺﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市  1:59:02
142 3246 上原 一昭 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 那覇市  1:59:25
143 3286 石田 洋介 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 神奈川県 町田市南大宅  1:59:29
144 3018 大嶋 裕二 ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ 那覇市  1:59:32
145 3042 比嘉 智広 ﾋｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 名護市  1:59:33
146 3414 志磨 弘貴 ｼﾏ ﾋﾛｷ 大阪府  1:59:57
147 3251 喜屋武 仁 ｷﾔﾝ ﾋﾄｼ 西原町  2:00:03
148 3139 上原 正樹 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 糸満市  2:00:04
149 3271 宇座 正章 ｳｻﾞ ﾏｻｱｷ 宜野湾市  2:00:20
150 3108 田中 隆正 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 那覇市  2:00:44
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151 3137 中嶋 進也 ﾅｶｼﾏ ｼﾝﾔ 名護市  2:00:45
152 3362 前川 充 ﾏｴｶﾜ ﾐﾂﾙ 名護市  2:00:52
153 3412 沖 晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 千葉県  2:01:16
154 3282 福屋 一壽 ﾌｸﾔ ｶｽﾞﾋｻ 豊見城市  2:01:32
155 3029 知名 定 ﾁﾅ ｻﾀﾞﾑ 沖縄市  2:01:48
156 3390 山本 寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 名護市  2:02:06
157 3211 崎原 航 ｻｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 北谷町 チャタンチョウ  2:02:11
158 3419 平良 忠義 ﾀｲﾗ ﾀﾀﾞﾖｼ 那覇市  2:02:15
159 3308 安田 宗弘 ﾔｽﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 沖縄市  2:02:35
160 3249 HERRINGTON BRYANherrington bryan  2:02:36
161 3273 増原 雄記 ﾏｽﾊﾗ ﾕｳｷ 沖縄市  2:02:53
162 3207 鈴木 大洋 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾖｳ 那覇市 ナンプウユウソ  2:02:57
163 3143 真栄城 潤哉 ﾏｴｼﾛ ﾋﾛﾔ 嘉手納町  2:03:01
164 3142 伊礼 和則 ｲﾚｲ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市  2:03:01
165 3423 並里 弘樹 ﾅﾐｻﾄ ﾋﾛｷ 本部町  2:03:53
166 3298 伊波 元丸 ｲﾊ ﾓﾄﾏﾙ 那覇市 カミちんすこう  2:04:19
167 3053 比嘉 剛 ﾋｶﾞ ﾂﾖｼ 名護市  2:04:19
168 3006 森 聡 ﾓﾘ ｻﾄｼ 沖縄市  2:04:28
169 3149 江島 功一 ｴｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 沖縄市  2:04:29
170 3017 喜納 光 ｷﾅ ﾋｶﾙ 名護市  2:04:46
171 3134 安次富 秀樹 ｱｼﾄﾐ ﾋﾃﾞｷ 金武町  2:04:59
172 3045 親富祖 清憲 ｵﾔﾌｿ ｾｲｹﾝ 那覇市  2:05:02
173 3305 島袋 宗広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾑﾈﾋﾛ 沖縄市  2:05:16
174 3141 宮国 良和 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾖｼｶｽﾞ 宜野湾市  2:05:18
175 3016 崎濱 良二 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳｼﾞ 沖縄市  2:05:28
176 3351 木戸 秀徳 ｷﾄﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 那覇市  2:05:50
177 3110 我那覇 守 ｶﾞﾅﾊ ﾏﾓﾙ 那覇市  2:06:23
178 3354 山川 慶 ﾔﾏｶﾜ ﾁｶｼ 浦添市  2:06:36
179 3057 石川 達二 名護市  2:06:45
180 3290 常岡 信玄 ﾂﾈｵｶ ｼﾝｹﾞﾝ うるま市  2:06:58
181 3307 柳岡 隆之 ﾔﾅｵｶ ﾀｶﾕｷ うるま市  2:07:01
182 3121 中川 栄児 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ うるま市  2:07:15
183 3188 伊礼 春樹 ｲﾚｲ ﾊﾙｷ 伊平屋村  2:07:18
184 3103 饒波 正知 ﾉﾊ ﾏｻﾄﾓ 国頭村  2:07:36
185 3347 佐久間 博明 ｻｸﾏ ﾋﾛｱｷ 宜野湾市 琉大ＲＵＭ  2:08:04
186 3106 玉山 雄一 ﾀﾏﾔﾏ ﾕｳｲﾁ うるま市  2:08:06
187 3059 大城 和寛 今帰仁村 めいほう名護店  2:08:24
188 3064 嘉陽 宗貴 ｶﾖｳ ﾑﾈﾀｶ 那覇市  2:08:47
189 3138 大城 忍 ｵｵｼﾛ ｼﾉﾌﾞ 名護市  2:09:07
190 3276 Dolan James ﾄﾞｰﾗﾝ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ沖縄市  2:09:09
191 3130 伊地 信人 ｲｼﾞ ﾉﾌﾞﾄ 名護市  2:09:17
192 3001 陳 文杰 ﾁﾝ ﾌﾞﾝｹﾂ 宜野湾市  2:09:19
193 3370 米浜 保之助 ﾖﾈﾊﾏ ﾔｽﾉｽｹ 宜野湾市  2:09:30
194 3011 中村 博和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 那覇市  2:10:26
195 3360 屋比久 和也 ﾔﾋﾞｸ ｶｽﾞﾔ 名護市  2:10:33
196 3030 金城 真悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｺﾞ 名護市  2:10:47
197 3395 岡本 吉史 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 滋賀県  2:11:41
198 3040 河島 正寿 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾄｼ 那覇市  2:11:59
199 3346 友利 圭 ﾄﾓﾘ ｹｲ 宜野湾市  2:13:18
200 3260 比嘉 厚志 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 那覇市  2:13:21
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201 3034 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 名護市  2:13:27
202 3295 洲鎌 朝平 ｽｶﾞﾏ ﾄﾓﾋﾗ 浦添市  2:13:35
203 3266 野間 一博 ﾉﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 浦添市 ＣＳＫ－ＳＷ  2:13:36
204 3189 照屋 廣司郎 ﾃﾙﾔ ｺｳｼﾞﾛｳ 今帰仁村  2:14:05
205 3185 石田 隆志 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 名護市 勝山病院  2:14:10
206 3221 熊谷 達也 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 東京都  2:14:25
207 3397 宮本 智昭 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｱｷ 那覇市  2:14:52
208 3050 福原 英人 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 浦添市  2:15:13
209 3104 金城 優 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳ 国頭村  2:15:45
210 3405 幸頭 勇人 ｺｳｶﾞｼﾗ ﾊﾔﾄ 那覇市  2:15:47
211 3349 上原 一郎 ｳｴﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 宜野湾市  2:15:54
212 3060 比嘉 学 ﾋｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 名護市 めいほう名護店  2:15:55
213 3238 我那覇 宗恭 ｶﾞﾅﾊ ﾑﾈﾔｽ 宜野湾市  2:15:55
214 3162 東江 良人 ｱｶﾞﾘｴ ﾖｼﾄ 伊是名村  2:16:25
215 3125 宮里 努 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾄﾑ 名護市  2:17:24
216 3131 渡嘉敷 誠 ﾄｶｼｷ ﾏｺﾄ 那覇市  2:17:26
217 3317 喜納 勇樹 ｷﾅ ﾕｳｷ 沖縄市  2:17:28
218 3381 伊藤 和幸 ｲﾄ ｶｽﾞﾕｷ 三重県  2:17:33
219 3146 照屋 紀彦 ﾃﾙﾔ ﾉﾘﾋｺ 宜野湾市  2:17:41
220 3358 中島 祐一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 本部町  2:17:42
221 3255 前田 堅太朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 糸満市  2:18:08
222 3003 明石 任弘 ｱｶｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 北海道  2:18:16
223 3248 松瀬 誠 ﾏﾂｾ ﾏｺﾄ 名護市  2:19:50
224 3217 石田 旭 ｲｼﾀ ｱｷﾗ 那覇市  2:20:08
225 3224 知念 直樹 ﾁﾈﾝ ﾅｵｷ 沖縄市  2:20:31
226 3303 仲里 義幸 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾕｷ うるま市  2:20:49
227 3212 知念 正大 ﾁﾈﾝ ｾｲﾀﾞｲ 沖縄市  2:20:54
228 3158 島袋 崇也須 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾑﾈﾔｽ 名護市  2:21:09
229 3148 平良 達郎 ﾀｲﾗ ﾀﾂﾛｳ 那覇市  2:21:21
230 3253 長嶺 敦司 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾂｼ 那覇市  2:21:23
231 3077 崎原 卓 ｻｷﾊﾗ ﾀｶｼ 那覇市  2:21:49
232 3367 山入端 茂則 ﾔﾏﾉﾊ ｼｹﾞﾉﾘ 名護市  2:21:52
233 3310 島 宏史 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市  2:22:11
234 3089 平田 実 ﾋﾗﾀ ﾏｺﾄ 名護市  2:22:49
235 3232 目取眞 興鉄 ﾒﾄﾞﾙﾏ ｺｳﾃﾂ 那覇市  2:23:01
236 3070 与那嶺 正和 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｻｶｽﾞ 沖縄市  2:23:46
237 3324 辻 裕史 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 那覇市  2:23:51
238 3304 奥田 和弘 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 那覇市  2:23:52
239 3058 石川 涼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 名護市 めいほう名護店  2:23:54
240 3037 真栄田 隆也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 名護市  2:23:59
241 3320 神里 和弥 ｶﾐｻﾞﾄ ｶｽﾞﾔ 那覇市  2:24:12
242 3168 棚原 憲新 ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 名護市 ＴＫＤ  2:24:21
243 3267 石和 貞人 ｲｼﾜ ｻﾀﾞﾄ 名護市 ＢＵＴＡＢＯＲＩ  2:24:45
244 3241 玉城 純 ﾀﾏｷ ｼﾞｭﾝ 名護市  2:25:35
245 3120 奥井 康行 ｵｸｲ ﾔｽﾕｷ 浦添市  2:25:45
246 3164 伊佐 英人 ｲｻ ﾋﾃﾞﾄ 宜野湾市  2:25:48
247 3204 仲村 幸哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 名護市  2:25:57
248 3385 金城 潤 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 豊見城市  2:26:06
249 3265 田中 一広 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 浦添市  2:26:08
250 3084 宮里 徳仁 ﾐﾔｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ 名護市  2:26:09
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251 3366 中村 康晃 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 名護市  2:26:25
252 3014 下里 武也 ｼﾓｻﾄ ﾀｹﾔ 浦添市  2:26:40
253 3289 Ronquillo ArnoldRonquillo Arnold沖縄市  2:27:13
254 3413 奈良 幹 ﾅﾗ ｶﾝ 名護市  2:27:38
255 3316 嘉陽 三也 ｶﾖｳ ﾐﾂﾔ うるま市 ちんすこう  2:27:50
256 3375 荻堂 盛恒 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾓﾘﾂﾈ 名護市  2:29:06
257 3225 平良 恵得 ﾀｲﾗ ｹｲﾄｸ 沖縄市  2:29:17
258 3107 上地 史修 ｳｴﾁ ﾌﾐﾉﾌﾞ 伊是名村  2:29:27
259 3420 三秋 学 ﾐｱｷ ﾏﾅﾌﾞ 大阪府  2:29:31
260 3268 上野 聡士 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 東京都  2:29:43
261 3081 大山 洋 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 名護市  2:30:09
262 3127 宜壽次 直人 ｷﾞｽｼ ﾅｵﾄ 名護市  2:30:12
263 3150 伊禮 輝 ｲﾚｲ ｱｷﾗ 那覇市  2:30:16
264 3069 宮國 修成 ﾐﾔｸﾆ ﾏｻﾅﾘ 名護市  2:30:20
265 3234 玉城 実 ﾀﾏｼﾛ ﾐﾉﾙ 本部町 ローソン浦崎店  2:30:39
266 3222 照屋 茂伸 ﾃﾙﾔ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 那覇市  2:30:45
267 3179 岸本 司 ｷｼﾓﾄ ﾂｶｻ 名護市  2:30:50
268 3285 国吉 俊作 ｸﾆﾖｼ ｼｭﾝｻｸ 浦添市  2:31:37
269 3409 大嶋 一彰 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 宜野湾市  2:31:38
270 3372 岸本 直樹 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 名護市  2:31:43
271 3415 伊波 裕樹 ｲﾊ ﾋﾛｷ 名護市  2:32:17
272 3235 有銘 高啓 ｱﾘﾒ ﾀｶﾋﾛ 名護市  2:33:00
273 3281 米嵩 理 ﾖﾈﾀｹ ﾀﾀﾞｼ 那覇市  2:33:30
274 3076 中村 盾史 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾃﾋﾄ 名護市  2:33:56
275 3109 屋富祖 一司 ﾔﾌｿ ﾋﾄｼ 浦添市  2:35:02
276 3311 Quimby Jeffry quinby jeffry  2:35:16
277 3411 東恩納 太一 ﾋｶﾞｼｵﾝﾅ ﾀｲﾁ 沖縄市  2:35:20
278 3049 八代 章 ﾔｼﾛ ｱｷﾗ 名護市  2:35:34
279 3396 足立 雄一 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 東京都  2:35:41
280 3236 川辺 将大 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市  2:35:58
281 3313 与那嶺 満 ﾖﾅﾐﾈ ﾐﾂﾙ 浦添市  2:36:05
282 3326 上間 勝之 ｳｴﾏ ｶﾂﾕｷ 名護市  2:36:12
283 3118 比嘉 憲雅 ﾋｶﾞ ﾉﾘﾏｻ 名護市  2:36:43
284 3403 佐久川 享 ｻｸｶﾞﾜ ｽｽﾑ 西原町  2:36:51
285 3186 新里 達也 ｼﾝｻﾞﾄ ﾀﾂﾔ 名護市 リハビリ科  2:37:04
286 3209 友利 寿志 ﾄﾓﾘ ｶｽﾞｼ 浦添市  2:37:08
287 3386 中村 伸 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝ 東京都 ＮＰＢＬ  2:37:21
288 3193 兼次 俊樹 ｶﾈｼ ﾄｼｷ 名護市  2:37:21
289 3155 當山 智 ﾄｳﾔﾏ ｻﾄｼ 名護市  2:37:54
290 3220 崎山 喜文 ｻｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 名護市  2:37:58
291 3377 親川 善市郎 ｵﾔｶﾜ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ名護市  2:39:04
292 3335 中谷 誉 ﾅｶﾀﾆ ﾎﾏﾚ 名護市  2:41:07
293 3296 仲程 雄一 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾕｳｲﾁ うるま市 ちんすこう  2:41:24
294 3071 喜久里 智 ｷｸｻﾞﾄ ｻﾄｼ 那覇市  2:41:44
295 3218 阿波根 昌千 ｱﾊｺﾞﾝ ﾏｻﾄｼ 名護市  2:42:22
296 3052 糸数 一 ｲﾄｶｽﾞ ｲﾁ 那覇市  2:42:53
297 3352 翁長 宏一郎 ｵﾅｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 那覇市  2:43:00
298 3334 中曽根 犬 ﾅｶｿﾈ ｹﾝ 那覇市  2:43:25
299 3028 永山 聖健 ﾅｶﾞﾔﾏ ｾｲｹﾝ 西原町  2:43:29
300 3416 益田 知行 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 那覇市  2:43:41
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301 3291 吉田 英也 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾔ 名護市  2:44:09
302 3306 下地 睦 ｼﾓｼﾞ ﾁｶｼ 宜野湾市  2:44:29
303 3032 川平 徹 ｶﾜﾋﾗ ﾄｵﾙ 那覇市  2:45:39
304 3182 川満 健 ｶﾜﾐﾂ ﾀｹｼ 浦添市  2:45:41
305 3239 竹中 克次 ﾀｹﾅｶ ｶﾂｼﾞ 恩納村  2:46:26
306 3350 名嘉山 健 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 国頭村  2:46:33
307 3153 秋月 透馬 ｱｷﾂﾞｷ ﾄｳﾏ 東京都 マメと筋肉痛  2:46:53
308 3327 名嘉 光一 ﾅｶ ｺｳｲﾁ 沖縄市  2:46:54
309 3210 江頭 幸成 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｷﾅﾘ 那覇市 佐賀リコーＡＣ  2:47:19
310 3161 崎濱 智広 ｻｷﾊﾏ ﾄﾓﾋﾛ 名護市  2:47:58
311 3373 比嘉 千秋 ﾋｶﾞ ﾁｱｷ 名護市  2:48:26
312 3315 松川 英一 ﾏﾂｶﾜ ｴｲｲﾁ 沖縄市  2:48:35
313 3341 山城 正也 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾔ うるま市  2:48:42
314 3333 浦崎 芳郎 ｳﾗｻｷ ﾖｼﾛｳ 那覇市  2:49:17
315 3279 新屋敷 良友 ｼﾝﾔｼｷ ﾖｼﾄﾓ うるま市 ちんすこう  2:49:46
316 3177 具志堅 義行 ｸﾞｼｹﾝ ﾖｼﾕｷ 名護市  2:50:33
317 3275 島袋 直人 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵﾄ 名護市  2:50:43
318 3178 照屋 了平 ﾃﾙﾔ ﾘｮｳﾍｲ 名護市  2:50:44
319 3091 新垣 達 ｱﾗｶｷ ﾀﾂ 那覇市  2:50:45
320 3272 牧志 修 ﾏｷｼ ｵｻﾑ 浦添市  2:51:25
321 3194 与座 嘉樹 ﾖｻﾞ ﾖｼｷ 名護市  2:52:56
322 3036 加藤 竜児 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 名護市  2:53:36
323 3181 長浜 宗孝 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾑﾈﾀｶ 読谷村  2:54:31
324 3136 宮城 玄 ﾐﾔｷﾞ ｹﾞﾝ 名護市  2:54:50
325 3135 平良 晴彦 ﾀｲﾗ ﾊﾙﾋｺ 宮古島市  2:54:50
326 3051 玉城 充 ﾀﾏｼﾛ ﾐﾂﾙ 南城市  2:54:57
327 3160 比嘉 憲 ﾋｶﾞ ｹﾝ 名護市  2:57:21
328 3033 国吉 隆之 ｸﾆﾖｼ ﾀｶﾕｷ 糸満市  2:58:59
329 3157 仲里 篤史 ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾂｼ 八重瀬町  2:59:15
330 3180 高良 雅彦 ﾀｶﾗ ﾏｻﾋｺ 名護市  2:59:17
331 3176 比嘉 慶太 ﾋｶﾞ ｹｲﾀ 名護市  2:59:17
332 3195 平良 孝行 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 名護市  3:02:25
333 3337 山城 一喜 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞｷ 名護市 ｋａｉｔｏ  3:02:25
334 3152 小澤 博 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 名護市  3:02:33
335 3208 津波古 健 ﾂﾊｺ ｹﾝ 豊見城市  3:02:56
336 3319 村本 茂樹 ﾑﾗﾓﾄ ｼｹﾞｷ 名護市  3:03:07
337 3404 金井 吉和 ｶﾅｲ ﾖｼｶｽﾞ 那覇市  3:04:01
338 3088 永井 文彦 ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾋｺ 名護市  3:04:02
339 3226 廣谷 政志 ﾋﾛﾀﾆ ﾏｻｼ 名護市 マリオット  3:04:48
340 3300 祇園 武弘 ｷﾞｵﾝ ﾀｹﾋﾛ 名護市 かんぽ生命保険  3:06:27
341 3301 河本 雅一 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 名護市 ｋａｉｔｏ  3:09:55
342 3082 浦崎 淳也 ｳﾗｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 名護市  3:15:26
343 3287 島袋 基也 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾓﾄﾔ うるま市 カミちんすこう  3:16:00
344 3187 堤 欽規 ﾂﾂﾐ ﾖｼﾉﾘ 名護市 かんぽ生命保険  3:26:01
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