
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 4015 神谷 光明 ｶﾐﾔ ﾐﾂｱｷ 那覇市 黄金森ランナーズ  1:17:02
2 4128 小澤 剛 ｵｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 浦添市 浦添消防  1:17:28
3 4018 金城 守 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏﾓﾙ 金武町  1:17:40
4 4043 仲後 彰 ﾅｶｸﾞｼ ｱｷﾗ 宜野湾市  1:18:05
5 4044 比嘉 政和 ﾋｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ うるま市  1:18:16
6 4025 三木 康弘 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 糸満市  1:20:30
7 4125 稲福 文隆 ｲﾅﾌｸ ﾌﾐﾀｶ 南城市 黄金森ランナー  1:22:06
8 4194 池村 浩助 ｲｹﾑﾗ ﾋﾛｽｹ 宜野湾市  1:24:43
9 4057 平田 厚仁 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼﾞﾝ 北中城村  1:25:25

10 4274 新井 武志 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 静岡県 ショーワ  1:26:14
11 4097 滝川 浩 ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 糸満市  1:26:18
12 4072 大城 保 ｵｵｼﾛ ﾀﾓﾂ 今帰仁村  1:26:31
13 4014 長堂 順次 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沖縄市  1:26:40
14 4035 金城 敦 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 浦添市 ピンキリ  1:26:47
15 4017 宮城 竜夫 ﾐﾔｷﾞ ﾀﾂｵ 読谷村  1:27:06
16 4120 平田 肇 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ うるま市 嘉手納高（職）  1:28:23
17 4016 上江洲 清政 ｳｴｽﾞ ｷﾖﾏｻ うるま市 うるまＴｒｙ  1:28:31
18 4158 銅谷 賢治 ﾄﾞｰﾔ ｹﾝｼﾞ 恩納村 ＯＩＳＴ  1:28:44
19 4196 玉城 全得 ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾄｸ 浦添市  1:28:46
20 4236 座喜味 史郎 ｻﾞｷﾐ ｼﾛｳ うるま市  1:29:08
21 4102 新垣 忠男 ｱﾗｶｷ ﾀﾀﾞｵ 南風原町  1:29:23
22 4094 管藤 大二郎 ｶﾝﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 豊見城市  1:29:53
23 4177 平良 喜彦 ﾀｲﾗ ﾖｼﾋｺ 浦添市  1:30:15
24 4205 大城 靖 ｵｵｼﾛ ﾔｽｼ 沖縄市  1:30:40
25 4006 川小根 敦 ｶﾜｺﾈ ｱﾂｼ 北谷町 チームクース  1:30:43
26 4082 森田 清孝 ﾓﾘﾀ ｾｲｺｳ 北谷町  1:30:46
27 4060 長嶺 佳範 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ 那覇市  1:30:54
28 4181 比嘉 克章 ﾋｶﾞ ｶﾂﾕｷ 名護市  1:30:59
29 4029 土屋 寿伸 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾉﾌﾞ 千葉県  1:31:13
30 4101 野村 竜希 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浦添市  1:31:47
31 4045 山内 邦敬 ﾔﾏｳﾁ ｸﾆﾀｶ 豊見城市  1:31:57
32 4070 謝花 喜彦 ｼﾞｬﾊﾅ ﾖｼﾋｺ 西原町 うるま消防  1:32:23
33 4229 宮城 哲也 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾂﾔ 与那原町 チームイエロー  1:32:24
34 4114 知念 康司 ﾁﾈﾝ ﾔｽｼ 豊見城市  1:32:48
35 4281 高田 浩明 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 石垣牛牧走会  1:33:07
36 4202 友利 幸司 ﾄﾓﾘ ｺｳｼﾞ 宜野湾市  1:33:17
37 4228 比嘉 隆 ﾋｶﾞ ﾀｶｼ 沖縄市  1:34:00
38 4088 仲間 徹 ﾅｶﾏ ﾄｵﾙ 那覇市 チームハシカク  1:34:10
39 4285 平田 雄三 ﾋﾗﾀ ﾕｳｿﾞｳ 那覇市 ビリーズ  1:34:11
40 4086 又吉 盛和 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾘｶｽﾞ 北中城村  1:34:41
41 4026 倉本 昌明 ｸﾗﾓﾄ ﾏｻｱｷ 浦添市 沖縄豚足ＲＣ  1:35:01
42 4136 高江洲 昌幸 ﾀｶｴｽ ﾏｻﾕｷ 沖縄市  1:35:29
43 4033 ﾌｧｳﾃｨｰ ﾚｲ 読谷村 読谷陸上愛好会  1:35:36
44 4054 石井 隆盛 ｲｼｲ ﾀｶﾓﾘ 鹿児島県 徳之島町  1:35:44
45 4041 親川 隆 ｵﾔｶﾜ ﾀｶｼ 南城市 東陽エンジニヤ  1:36:42
46 4076 吉山 盛一 ﾖｼﾔﾏ ﾓﾘｶｽﾞ 宜野座村  1:36:52
47 4248 源川 隆一 ｹﾞﾝｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 宜野湾市  1:37:17
48 4126 石原 正一 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 宮古島市 あぐり沖縄ＴＣ  1:37:32
49 4055 遠山 浩介 ﾄｵﾔﾏ ｺｳｽｹ 神奈川県 チームハナム  1:38:05
50 4122 金城 盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 名護市 やんばる  1:38:19
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51 4053 前原 信昭 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 嘉手納町 嘉手納町ＬＳＤ  1:38:36
52 4131 座安 彰 ｻﾞﾔｽ ｱｷﾗ 糸満市  1:38:51
53 4265 野口 三郎 ﾉｸﾞﾁ ｻﾌﾞﾛｳ 名護市  1:39:28
54 4147 大城 聡 ｵｵｼﾛ ｻﾄｼ 豊見城市  1:39:51
55 4165 後眞地 郊恭 ﾂｲﾏｼﾞ ﾋﾛｽｹ 那覇市 首里城走ろう会  1:40:01
56 4007 島袋 進 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｽｽﾑ 浦添市  1:40:02
57 4146 内間 常喜 伊江村  1:40:17
58 4063 天野 正己 ｱﾏﾉ ﾏｻﾐ 沖縄市 平田走友会  1:40:37
59 4214 由浅 太 ﾕｱｻ ﾌﾄｼ 浦添市  1:40:44
60 4106 岩崎 良計 ｲﾜｻｷ ﾖｼｶｽﾞ うるま市  1:41:03
61 4089 前田 大助 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 与那原町  1:41:15
62 4216 永野 貴昭 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ 宜野湾市  1:41:21
63 4164 Murnane FrankMurnane Frank  1:41:31
64 4293 浅野 知之 ｱｻﾉ ﾄﾓﾕｷ 豊見城市  1:41:41
65 4039 山口 仁 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ うるま市 恩納クリニック  1:42:29
66 4290 川中 健太郎 ｶﾜﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 研ランクラブ  1:42:53
67 4201 杉本 孝司 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 南城市  1:42:57
68 4157 中村 昌史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 浦添市  1:42:58
69 4266 座安 司 ｻﾞﾔｽ ﾂｶｻ 那覇市 沖縄豚足ＲＣ  1:43:10
70 4008 仲松 勇 ﾅｶﾏﾂ ｲｻﾑ 宜野湾市 沖縄電力陸上部  1:43:20
71 4133 喜納 満 北中城村  1:43:38
72 4169 本永 浩之 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 那覇市  1:43:58
73 4050 翁長 正彦 ｵﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 名護市  1:44:02
74 4237 井上 肇 ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 南風原町  1:44:02
75 4127 渡口 善則 ﾄｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 本部町  1:44:10
76 4161 伊藤 豊 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 宮城県 多賀城走友会  1:44:10
77 4172 我那覇 卓治 ｶﾞﾅﾊ ﾀｸｼﾞ 浦添市  1:44:23
78 4186 山城 尚 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 読谷村  1:44:31
79 4144 仲村 昌司 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 名護市  1:44:45
80 4175 小波津 久 ｺﾊﾂ ﾋｻｼ 南風原町 チームイエロー  1:45:23
81 4245 日比 康介 ﾋﾋﾞ ｺｳｽｹ 浦添市  1:45:29
82 4261 玉城 道夫 ﾀﾏｼﾛ ﾐﾁｵ 宜野湾市  1:45:39
83 4084 石井 登 ｲｼｲ ﾉﾎﾞﾙ 宜野湾市 沖縄豚足ＲＣ  1:46:13
84 4019 榎 博道 ｴﾉｷ ﾋﾛﾐﾁ 那覇市  1:46:15
85 4224 仲村 等 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 西原町 チームイエロー  1:46:23
86 4267 深水 吉人 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾄ 東京都 ＡＶＲＣ◆東京  1:46:24
87 4139 宮城 調一郎 ﾐﾔｷﾞ ﾁｮｳｲﾁﾛｳ那覇市  1:46:27
88 4166 与那覇 恒 ﾖﾅﾊ ﾋｻｼ 浦添市  1:46:35
89 4156 神谷 康彦 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋｺ 八重瀬町  1:46:46
90 4083 崎濱 秀邦 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞｸﾆ 豊見城市 沖縄豚足Ｒ・Ｃ  1:46:59
91 4288 石若 恒一郎 ｲｼﾜｶ ｺｳｲﾁﾛｳ千葉県 ＮＰＢＬ  1:47:24
92 4132 島尻 慧 ｼﾏｼﾞﾘ ｻﾄｼ 中城村  1:47:38
93 4140 久場 実 ｸﾊﾞ ﾐﾉﾙ 名護市  1:47:41
94 4233 運天 和彦 ｳﾝﾃﾝ ｶｽﾞﾋｺ 名護市  1:47:54
95 4162 福島 俊昭 ﾌｸｼﾏ ﾄｼｱｷ 那覇市  1:47:55
96 4182 徳本 斉 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾄｼ 那覇市  1:48:15
97 4209 松田 尚 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｼ 名護市  1:48:20
98 4280 下浦 恭文 ｼﾓｳﾗ ﾔｽﾌﾐ 那覇市  1:48:50
99 4262 柳井 博 ﾔﾅｲ ﾋﾛｼ 山口県 西京銀行  1:48:53

100 4231 桑木 慎一郎 ｸﾜｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 那覇市  1:48:59
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101 4171 仲 賢 ﾅｶ ｻﾄｼ 豊見城市  1:49:13
102 4069 比嘉 まこと ﾋｶﾞ ﾏｺﾄ 名護市  1:49:13
103 4034 呉屋 悟 ｺﾞﾔ ｻﾄﾙ 西原町  1:49:38
104 4232 仲里 修 ﾅｶｻﾞﾄ ｵｻﾑ 南風原町  1:49:46
105 4259 森 忠 ﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 京都府 地球環境学堂  1:50:07
106 4198 米須 修身 ｺﾒｽ ｵｻﾐ 沖縄市  1:50:12
107 4104 比嘉 貢 ﾋｶﾞ ﾐﾂｸﾞ 宜野湾市  1:50:34
108 4258 中村 友浩 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 研ラン  1:50:36
109 4073 崎原 永克 ｻｷﾊﾗ ｴｲｶﾂ 名護市 名護警察署  1:50:45
110 4154 山中 利明 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｱｷ 東京都  1:51:49
111 4023 宮城 健 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹｼ 糸満市  1:51:53
112 4297 佐喜眞 秀輝 ｻｷﾏ ﾋﾃﾞｷ 宜野湾市 ゆうわ保育園  1:52:23
113 4038 大迫 豊 ｵｵｻｺ ﾕﾀｶ 豊見城市 荒磯会ＩＪＣ  1:52:27
114 4168 山下 善央 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾅｵ 沖縄市  1:52:36
115 4001 山本 薫 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 名護市 名桜大学  1:52:52
116 4287 津波古 剛 ﾂﾊｺ ﾂﾖｼ 沖縄市  1:53:19
117 4047 外間 進 ﾎｶﾏ ｽｽﾑ 那覇市  1:53:51
118 4152 Mark Busam Mark Busam 北谷町  1:54:19
119 4272 強田 健治 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府  1:54:20
120 4247 原 裕司 ﾊﾗ ﾋﾛｼ 大阪府  1:54:44
121 4013 鷲田 晋 ﾜｼﾀﾞ ｽｽﾑ 国頭村  1:54:44
122 4286 佐々木 てる ｻｻｷ ﾃﾙ 東京都  1:54:45
123 4042 河原崎 一人 ｶﾜﾗｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ 糸満市  1:55:18
124 4278 片山 圭二 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｼﾞ 神奈川県  1:55:24
125 4049 後山 満 ｳｼﾛﾔﾏ ﾐﾂﾙ 沖縄市  1:55:31
126 4036 知花 重治 ﾁﾊﾞﾅ ｼｹﾞﾊﾙ 宜野湾市 琉球大学  1:55:51
127 4107 浦崎 建志 ｳﾗｻｷ ﾀｹｼ 沖縄市  1:56:25
128 4080 伊禮 亮 ｲﾚｲ ｱｷﾗ 嘉手納町  1:56:41
129 4184 飯澤 慎 ｲｲｻﾞﾜ ｼﾝ 東京都  1:56:44
130 4268 中谷 久哉 ﾅｶﾀﾆ ﾋｻﾔ 北谷町  1:57:16
131 4291 中島 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 那覇市 ランじょ～ぐ～  1:57:46
132 4021 高良 圭 ﾀｶﾗ ｹｲ 那覇市  1:57:52
133 4117 喜舎場 淳二 ｷｼｬﾊﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浦添市  1:57:56
134 4020 仲地 敬 ﾅｶﾁ ﾀｶｼ 那覇市 勝組ランナーズ  1:57:56
135 4270 濱田 智有希 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 浦添市  1:58:01
136 4264 広井 秀次 ﾋﾛｲ ｼｭｳｼﾞ 糸満市  1:58:13
137 4193 當山 清斉 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾏｻ 那覇市 地域科学研究所  1:58:18
138 4188 高江洲 努 ﾀｶｴｽ ﾂﾄﾑ 那覇市  1:58:18
139 4087 喜屋武 仁 ｷｬﾝ ﾋﾄｼ 北中城村  1:58:25
140 4090 徳村 政人 ﾄｸﾑﾗ ﾏｻﾄ 名護市  1:58:27
141 4134 新垣 峰雄 ｼﾝｶﾞｷ ﾐﾈｵ 浦添市  1:58:27
142 4163 William Lince William Lince  1:59:01
143 4077 崎浜 秀之 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 名護市  1:59:09
144 4048 熊谷 徹 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｵﾙ 名護市  1:59:14
145 4170 松本 秀樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 那覇市  1:59:28
146 4226 芳賀 俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 神奈川県  1:59:43
147 4118 玉城 勲 ﾀﾏｷ ｲｻｵ 沖縄市  2:00:10
148 4121 吉安 章 ﾖｼﾔｽ ｱｷﾗ 東京都 マメと筋肉痛  2:00:15
149 4282 岩井 和俊 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾄｼ 宮城県  2:01:21
150 4005 比嘉 宏 ﾋｶﾞ ﾋﾛｼ うるま市  2:01:29

ハーフマラソン 男子40代



順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

151 4277 榮 慎二 ｻｶｴ ｼﾝｼﾞ 宜野湾市  2:01:38
152 4099 知花 篤 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ 読谷村  2:01:45
153 4279 保坂 導彦 ﾎｻｶ ﾐﾁﾋｺ 石川県 ＢＢＳ金明機材  2:02:05
154 4179 本松 雅彦 ﾓﾄﾏﾂ ﾏｻﾋｺ 那覇市  2:02:08
155 4004 宜間 弘史 ｷﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 宮古島市  2:02:13
156 4098 長山 和史 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 名護市  2:02:44
157 4148 宮城 良武 ﾐﾔｷﾞ ﾖｼﾀｹ 南風原町  2:02:47
158 4092 大城 健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 沖縄市  2:02:55
159 4254 寺島 正巳 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 横浜消防  2:02:58
160 4111 祖慶 勲 ｿｹｲ ｲｻｵ 那覇市  2:03:18
161 4002 玉城 剛 ﾀﾏｷ ﾂﾖｼ 那覇市  2:03:31
162 4143 高嶺 司 ﾀｶﾐﾈ ﾂｶｻ 名護市  2:03:36
163 4230 饒平名 知彦 ﾖﾍﾅ ﾄﾓﾋｺ 那覇市  2:03:38
164 4124 新垣 保 ｼﾝｶﾞｷ ﾀﾓﾂ 名護市  2:03:38
165 4244 宮里 司 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂｶｻ 沖縄市 カミちんすこう  2:03:43
166 4211 長倉 泰司 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｲｼﾞ 神奈川県  2:04:10
167 4062 平川 信一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ 那覇市  2:04:40
168 4243 北島 一樹 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 宜野湾市  2:05:16
169 4028 西 一郎 ﾆｼ ｶｽﾞｵ 大阪府 2424  2:05:35
170 4219 白水 淳 ｼﾛｳｽﾞ ｱﾂｼ 浦添市  2:05:57
171 4046 佐々木 弘幸 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 那覇市  2:06:11
172 4183 上原 真二 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 宜野湾市  2:06:15
173 4160 宮城 政彦 ﾐﾔｷﾞ ﾏｻﾋｺ 名護市  2:06:18
174 4295 松尾 和彦 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾋｺ 鹿児島県 チームビリーズ  2:08:11
175 4273 工藤 淳 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県  2:08:44
176 4215 笹葉 眞 ｻｻﾊﾞ ﾏｺﾄ 那覇市  2:09:04
177 4009 儀間 盛野 ｷﾞﾏ ﾓﾘﾔ 沖縄市  2:09:36
178 4225 米澤 典洋 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 宜野湾市  2:10:41
179 4135 佐藤 秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 浦添市  2:10:44
180 4129 上間 司 ｳｴﾏ ﾂｶｻ 名護市  2:11:03
181 4204 大城 哲 ｵｵｼﾛ ﾃﾂ 那覇市 チームてち  2:11:28
182 4276 植原 利至 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 東京都  2:11:43
183 4199 比嘉 裕 ﾋｶﾞ ﾕﾀｶ 沖縄市 チームてち  2:11:47
184 4022 當山 尚己 ﾄｳﾔﾏ ﾅｵﾐ 浦添市  2:11:52
185 4206 外間 一樹 ﾎｶﾏ ｶｽﾞｷ 那覇市  2:12:13
186 4207 下地 聡 ｼﾓｼﾞ ｻﾄｼ 豊見城市  2:12:16
187 4223 照屋 勝 ﾃﾙﾔ ﾏｻﾙ 那覇市  2:12:20
188 4213 大城 実 ｵｵｼﾛ ﾐﾉﾙ 浦添市  2:12:34
189 4091 谷川 篤史 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾂｼ 糸満市  2:12:49
190 4056 吉岡 亮二 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 糸満市  2:12:49
191 4203 水島 潔 ﾐｽﾞｼﾏ ｷﾖｼ 大阪府  2:13:12
192 4222 山垣 大興 ﾔﾏｶﾞｷ ﾀｲｺｳ 名護市  2:13:14
193 4064 伊芸 武弘 ｲｹﾞｲ ﾀｹﾋﾛ 浦添市  2:13:59
194 4085 玉城 猛 ﾀﾏｷ ﾀｹｼ 宜野湾市  2:14:17
195 4095 岡山 千秋 ｵｶﾔﾏ ﾁｱｷ 那覇市 からはーい  2:14:45
196 4027 上原 直樹 ｳｴﾊﾗ ﾅｵｷ 浦添市  2:15:20
197 4210 青木 保士 ｱｵｷ ﾔｽｼ 東京都  2:15:28
198 4250 鴨澤 眞夫 ｶﾓｻﾜ ﾏｻｵ 南城市  2:16:59
199 4108 岩永 司 ｲﾜﾅｶﾞ ﾂｶｻ 浦添市 首里城走ろう会  2:17:41
200 4284 貴島 潤 ｷｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 東京都  2:17:41
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201 4030 石川 和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市  2:18:24
202 4150 森山 直樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｷ 浦添市 チームキッズ  2:18:55
203 4289 臼井 盾 ｳｽｲ ｼﾞｭﾝ 千葉県  2:19:48
204 4238 梅原 雄一 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 那覇市  2:19:49
205 4012 玉城 正幸 ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ 沖縄市 動愛センター  2:20:14
206 4208 喜屋武 一樹 ｷﾔﾝ ｶｽﾞｷ 那覇市  2:21:12
207 4257 粟木 雄三 ｱﾜｷ ﾕｳｿﾞｳ 鳥取県 井ゲタ竹内  2:22:11
208 4220 我部 敦 ｶﾞﾍﾞ ｱﾂｼ 名護市  2:22:19
209 4003 ROBERT PELLOSM 沖縄市  2:22:30
210 4096 中村 喜浩 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 那覇市  2:23:02
211 4189 白川 欣哉 ｼﾗｶﾜ ｷﾝﾔ 沖縄市  2:23:24
212 4141 儀部 健 ｷﾞﾌﾞ ﾀｹｼ 名護市  2:23:59
213 4255 窪田 広文 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 浦添市  2:24:06
214 4074 崎濱 哲也 ｻｷﾊﾏ ﾃﾂﾔ 名護市  2:24:27
215 4271 河野 宏一郎 ｺｳﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県  2:25:03
216 4242 田港 淳 ﾀﾐﾅﾄ ｱﾂｼ 浦添市  2:25:50
217 4112 伊佐 雅志 ｲｻ ﾏｻｼ 宜野湾市  2:25:53
218 4151 上原 克己 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾐ 那覇市 アミノバリュー  2:26:10
219 4081 宮里 健 ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾝ 那覇市 フルマラソン  2:26:33
220 4294 花井 昭典 ﾊﾅｲ ｱｷﾉﾘ 東京都  2:26:52
221 4113 齢部 格 ﾄｼﾍﾞ ﾄｵﾙ 浦添市  2:27:26
222 4241 上野 洋 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 那覇市  2:27:44
223 4145 嵩西 武 ﾀｹﾆｼ ﾀｹｼ 与那原町 ナンプウユウソ  2:28:05
224 4200 長坂 信彦 ﾅｶﾞｻｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 浦添市  2:29:43
225 4197 高良 誠 ﾀｶﾗ ﾏｺﾄ 那覇市  2:29:54
226 4040 又吉 司 ﾏﾀﾖｼ ﾂｶｻ 那覇市  2:30:38
227 4239 鈴木 裕 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 東京都  2:30:44
228 4078 高木 詳太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 名護市  2:30:45
229 4192 Smith Andrewｽﾐｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 名護市  2:31:29
230 4103 山田 浩也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ 南風原町  2:34:27
231 4024 佐竹 卓彦 ｻﾀｹ ﾀｶﾋｺ 名護市 Ｔｅａｍ０５２  2:34:52
232 4075 大城 郁也 ｵｵｼﾛ ｲｸﾔ 名護市  2:35:18
233 4256 三浦 弘喜 ﾐｳﾗ ｺｳｷ 伊江村 伊江地下ダム  2:39:21
234 4234 石川 節 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 那覇市  2:40:02
235 4079 寺島 寛 ﾃﾗｼﾏ ﾕﾀｶ 千葉県  2:40:56
236 4191 吉永 新一郎 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ那覇市  2:42:16
237 4137 金城 恵一 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹｲｲﾁ 南城市  2:42:46
238 4067 下地 秀和 ｼﾓｼﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 名護市  2:43:48
239 4252 滝 雅士 ﾀｷ ﾏｻｼ 沖縄市  2:44:15
240 4249 北島 幸三 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ 東村  2:45:50
241 4269 遠藤 徹哉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 東京都  2:46:42
242 4065 宮城 司 ﾐﾔｷﾞ ﾂｶｻ 名護市  2:47:19
243 4052 比嘉 克宏 ﾋｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 名護市  2:48:15
244 4037 宇草 成雄 ｳｸﾞｻ ｼｹﾞｵ 那覇市  2:49:53
245 4240 我謝 猛次 ｶﾞｼﾞｬ ﾀｹﾂｸﾞ 沖縄市 琉大病院  2:50:27
246 4227 岸本 浩明 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 名護市  2:50:35
247 4011 白川 秀行 ｼﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 名護市 かんぽ生命保険  2:52:23
248 4153 清水 孝憲 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 兵庫県  2:52:48
249 4115 玉城 浩嗣 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 名護市  2:55:03
250 4031 屋部 幸直 ﾔﾌﾞ ﾕｷﾅｵ 名護市  2:57:56
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251 4251 高橋 潤一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 読谷村  2:59:47
252 4190 新城 彰弘 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾋﾛ 那覇市 地域科学研究所  3:01:31
253 4253 Hagenow Jamesﾊｹﾞﾅｳ ｼﾞｪｰﾑｽ名゙護市 Ｃｈｅｎｅｇａ  3:04:56
254 4159 眞木 一志 ﾏｷ ｶｽﾞｼ 浦添市  3:31:11
255 4010 牧内 忍 ﾏｷｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 宜野湾市 コジン  3:35:50
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