
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 5216 二木 明彦 ﾌﾀｷ ｱｷﾋｺ 東京都 アキ動物病院  1:23:47
2 5125 多和田 真仁 ﾀﾜﾀ ｼﾝｼﾞﾝ 宜野湾市 沖縄ホーメル  1:25:13
3 5107 小橋川 正則 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 具志川ランビール  1:27:45
4 5083 安村 勝男 ﾔｽﾑﾗ ｶﾂｵ 名護市 ２１世紀森ランクラブ  1:27:58
5 5222 中井 一彰 ﾅｶｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県  1:28:05
6 5014 上地 重則 ｳｴﾁ ｼｹﾞﾉﾘ 名護市  1:28:41
7 5178 平良 政吉郎 ﾀｲﾗ ｾｲｷﾁﾛｳ 浦添市 てだこ走風会  1:29:26
8 5131 具志堅 勝司 ｸﾞｼｹﾝ ｶﾂｼ 宜野湾市 浦添ピンキリ  1:29:46
9 5013 島田 豊 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ うるま市 具志川走友会  1:31:37

10 5181 山城 正雄 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｵ 那覇市  1:31:58
11 5007 湊 好男 ﾐﾅﾄ ﾖｼｵ 那覇市 ＯＥＰＣ  1:32:05
12 5091 宜寿次 政文 名護市  1:32:23
13 5224 植田 誠 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 奈良県 チームカザマ  1:33:13
14 5151 金城 毅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 名護市 ２１森クラブ  1:33:15
15 5194 高宮城 幸夫 ﾀｶﾐﾔｷﾞ ﾕｷｵ 北谷町  1:36:21
16 5219 平良 道彦 ﾀｲﾗ ﾐﾁﾋｺ 沖縄市 沖縄富士通ＳＥ  1:36:56
17 5229 有元 俊夫 ｱﾘﾓﾄ ﾄｼｵ 宜野湾市  1:37:31
18 5112 高里 盛淳 ﾀｶｻﾞﾄ ｾｲｼﾞｭﾝ 名護市  1:38:04
19 5105 照屋 秀司 ﾃﾙﾔ ﾋﾃﾞｼ 名護市 海走会  1:38:49
20 5190 備瀬 幸一 ﾋﾞｾ ｺｳｲﾁ 本部町  1:39:24
21 5021 小倉 壮一 ｵｸﾞﾗ ｿｳｲﾁ 沖縄市 コザ走友会  1:39:37
22 5020 上原 義和 ｳｴﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 那覇市  1:40:05
23 5057 大塚 和生 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｵ 那覇市 ＡＶＲＣ沖縄  1:40:57
24 5133 普天間 朝哲 ﾌﾃﾝﾏ ﾁｮｳﾃﾂ 中城村 宜野湾陸友会  1:40:58
25 5232 原田 和義 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 那覇市 中外製薬  1:41:41
26 5088 比嘉 三雄 ﾋｶﾞ ﾐﾂｵ 名護市 ２１世紀の森Ｒｕｎクラブ  1:41:50
27 5237 上原 徹 ｳｴﾊﾗ ﾄｵﾙ 那覇市  1:42:03
28 5152 上江洲 登 ｳｴｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ 那覇市  1:42:34
29 5001 城間 修 ｼﾛﾏ ｵｻﾑ 八重瀬町  1:42:47
30 5097 玉那覇 博志 ﾀﾏﾅﾊ ﾋﾛｼ 浦添市  1:42:50
31 5177 普天間 一夫 ﾌﾃﾝﾏ ｶｽﾞｵ 那覇市  1:43:42
32 5031 東江 久雄 ｱｶﾞﾘｴ ﾋｻｵ 読谷村 読谷陸上愛好会  1:44:06
33 5065 渡名喜 興俊 ﾄﾅｷ ｺｳｼｭﾝ 那覇市 沖縄伴ネット  1:44:12
34 5006 小波本 康夫 ｺﾊﾓﾄ ﾔｽｵ 那覇市 さつき会  1:44:15
35 5084 奥濱 眞功 ｵｸﾊﾏ ｼﾝｺｳ 名護市  1:44:47
36 5124 金城 健 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ うるま市  1:45:18
37 5156 松川 隆行 ﾏﾂｶﾜ ﾀｶﾕｷ 大宜味村  1:45:25
38 5196 小林 要蔵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｿﾞｳ 南城市  1:45:42
39 5116 雲 義明 ｸﾓ ﾖｼｱｷ 滋賀県  1:45:51
40 5099 屋嘉比 柴昭 ﾔｶﾋﾞ ｻｲｼｮｳ 那覇市  1:46:08
41 5166 吉山 盛次郎 ﾖｼﾔﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ 恩納村 恩納陸友会  1:46:12
42 5212 上原 広勝 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｶﾂ 那覇市  1:46:13
43 5045 山内 明光 ﾔﾏｳﾁ ｱｹﾐﾂ 読谷村 読谷陸上愛好会  1:46:16
44 5195 玉城 悟 ﾀﾏｷ ｻﾄﾙ 南風原町  1:47:09
45 5096 知花 賢孝 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｺｳ 西原町  1:48:04
46 5035 友寄 隆利 ﾄﾓﾖｾ ﾀｶﾄｼ 浦添市 増進クラブ  1:48:16
47 5074 新里 匠 ｼﾝｻﾞﾄ ﾀｸﾐ 那覇市  1:48:28
48 5079 玉城 泰二 ﾀﾏｷ ﾔｽｼﾞ 名護市  1:49:04
49 5067 山城 保和 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽｶｽﾞ 名護市  1:49:30
50 5179 永田 裕徳 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 豊見城市  1:50:15
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51 5082 山城 正和 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 大宜味村  1:50:30
52 5170 高良 善彦 ﾀｶﾗ ﾖｼﾋｺ 名護市  1:50:56
53 5098 上間 直 ｳｴﾏ ﾀﾀﾞｼ 那覇市  1:51:01
54 5054 棚原 三秀 ﾀﾅﾊﾗ ﾐﾂﾋﾃﾞ 名護市 あけみお  1:51:09
55 5113 仲西 賢二 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ 南風原町  1:51:21
56 5210 平 政幸 ﾀｲﾗ ﾏｻﾕｷ うるま市 Ｊ－ＰＯＷＥＲ  1:51:33
57 5201 大城 正 ｵｵｼﾛ ﾀﾀﾞｼ 与那原町  1:51:59
58 5123 城間 祥一郎 ｼﾛﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 浦添市 おもろまちＭＣ  1:52:18
59 5104 金城 覚 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 八重瀬町  1:52:29
60 5061 新 良克 ｱﾗ ﾖｼｶﾂ 南風原町  1:52:48
61 5050 中村 寿文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 南風原町 はりゅう走友会  1:53:17
62 5033 知念 清治 ﾁﾈﾝ ｷﾖﾊﾙ 名護市  1:53:27
63 5109 島袋 満 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐﾂﾙ 国頭村  1:53:29
64 5041 植田 啓市 ｳｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 嘉手納町  1:53:30
65 5191 津波古 光一 ﾂﾊｺ ｺｳｲﾁ 宜野湾市  1:53:49
66 5059 宮城 信之 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 那覇市  1:54:02
67 5042 赤嶺 哲夫 ｱｶﾐﾈ ﾃﾂｵ 八重瀬町 ちむどんどん  1:54:16
68 5103 知花 正彦 ﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋｺ 読谷村  1:54:31
69 5008 金城 徳夫 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘｵ 恩納村  1:54:33
70 5173 湧川 邦彦 ﾜｸｶﾞﾜ ｸﾆﾋｺ 南風原町 ナンプウユウソ  1:54:52
71 5231 飯沼 裕 ｲｲﾇﾏ ﾋﾛｼ 恩納村  1:55:24
72 5004 城間 和巳 ｼﾛﾏ ｶｽﾞﾐ 名護市 スリサーサー  1:55:50
73 5032 穴井 義郎 ｱﾅｲ ﾖｼﾛｳ 名護市  1:55:57
74 5149 松本 昇 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 大宜味村  1:57:01
75 5168 松田 清 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖｼ 宜野湾市  1:57:07
76 5135 比嘉 定義 ﾋｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 宜野湾市  1:57:18
77 5003 松島 進 ﾏﾂｼﾏ ｽｽﾑ 国頭村 工房群星  1:57:40
78 5169 安田 和男 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ 北谷町  1:57:48
79 5016 大城 吉富 ｵｵｼﾛ ﾖｼﾄﾐ 八重瀬町  1:57:52
80 5034 当山 安盛 ﾄｳﾔﾏ ﾔｽﾓﾘ 南風原町  1:58:12
81 5115 新城 良得 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾄｸ 宜野湾市 安室走友会  1:58:24
82 5198 出村 靖節 ﾃﾞﾑﾗ ﾔｽﾄｷ 那覇市 黄金森ランナーズ  1:59:46
83 5142 宮地 辰彦 ﾐﾔﾁ ﾀﾂﾋｺ 福岡県  1:59:57
84 5092 比嘉 徳勝 ﾋｶﾞ ﾉﾘｶﾂ 名護市  2:00:00
85 5211 森本 教 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾄﾙ 那覇市  2:00:04
86 5022 仲井間 宗栄 ﾅｶｲﾏ ｿｳｴｲ 那覇市  2:00:09
87 5230 眞水 忠則 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 システムシンク  2:00:10
88 5172 町田 敏 ﾏﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 宜野湾市  2:00:15
89 5040 玉城 洋 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ 那覇市 首里城走ろう会  2:00:18
90 5159 平田 克二 ﾋﾗﾀ ｶﾂｼﾞ 沖縄市  2:00:21
91 5203 小河原 章宏 ｵｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 那覇市  2:00:21
92 5023 石垣 克夫 ｲｼｶﾞｷ ｶﾂｵ 浦添市  2:00:25
93 5215 中山 達彦 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ 那覇市  2:01:31
94 5233 畠山 敬 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶｼ 浦添市 ＪＩＣＡ  2:01:50
95 5223 阿部 孝 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 北海道 竜虎農場  2:01:50
96 5080 宮原 弘 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｼ 名護市 名護ＢＥＥＲＳ  2:02:17
97 5063 井口 義也 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾔ 名護市  2:02:22
98 5010 新城 博文 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 名護市  2:02:54
99 5147 宮城 敏 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾔｼ 名護市  2:02:59

100 5009 稲嶺 盛光 ｲﾅﾐﾈ ﾓﾘﾐﾂ うるま市  2:03:11
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101 5146 源河 榮三 ｹﾞﾝｶ ｴｲｿﾞｳ 北中城村  2:03:41
102 5093 田丸 正人 ﾀﾏﾙ ﾏｻﾄ 糸満市  2:03:56
103 5227 山森 尚 ﾔﾏﾓﾘ ﾀｶｼ 東京都  2:04:02
104 5026 比嘉 康夫 ﾋｶﾞ ﾔｽｵ 宜野湾市  2:04:11
105 5167 石川 元春 ｲｼｶﾜ ﾓﾄﾊﾙ 東村  2:04:14
106 5174 岸 朋直 ｷｼ ﾄﾓﾅｵ 浦添市 ナンプウユウソ  2:04:24
107 5118 安藤 義隆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 糸満市  2:04:33
108 5213 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市  2:04:37
109 5049 波平 幸久 ﾅﾐﾋﾗ ﾕｷﾋｻ 糸満市  2:04:59
110 5176 仲村渠 盛正 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾓﾘﾏｻ 南風原町  2:05:37
111 5207 渡辺 修吉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｷﾁ うるま市  2:06:03
112 5217 宮城 武真 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾏｻ 豊見城市  2:06:16
113 5126 真喜屋 均 ﾏｷﾔ ﾋﾄｼ 南城市 漫湖公園走友会  2:06:17
114 5225 山内 盛晴 ﾔﾏｳﾁ ﾓﾘﾊﾙ 沖縄市 チャレンジャー  2:07:04
115 5202 吉満 光徳 ﾖｼﾐﾂ ﾐﾂﾉﾘ 浦添市  2:07:24
116 5027 名城 正和 ﾅｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 読谷村  2:07:31
117 5062 前川 朝信 ﾏｴｶﾜ ﾁｮｳｼﾝ 宜野湾市 はごろも走友会  2:07:50
118 5192 和泉 義博 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 北海道 ＮＴＴ北海道  2:07:53
119 5090 中村 彦次 ﾅｶﾑﾗ ﾋｺｼﾞ 名護市  2:08:19
120 5002 仲宗根 浩 ﾋﾛｼ 沖縄市  2:08:28
121 5199 田中 博彰 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 沖縄市  2:08:49
122 5011 奥本 弘文 名護市  2:10:30
123 5138 平田 成高 ﾋﾗﾀ ﾅﾘﾀｶ 八重瀬町  2:10:48
124 5206 知花 弘明 ﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市  2:11:03
125 5200 仲嶺 文雄 ﾅｶﾐﾈ ﾌﾐｵ 沖縄市  2:11:07
126 5030 後藤 吉美 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾐ 那覇市  2:11:13
127 5100 清水 晴善 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾖｼ 名護市  2:12:38
128 5185 長谷川 忠雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 豊見城市  2:12:45
129 5024 安座間 弘 ｱｻﾞﾏ ﾋﾛｼ 北谷町  2:13:04
130 5089 久髙 政勝 ｸﾀﾞｶ ﾏｻｶﾂ 名護市  2:13:09
131 5122 玉城 清酬 ﾀﾏｷ ｾｲｼｭｳ 豊見城市  2:13:31
132 5130 比嘉 信行 ﾋｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 名護市  2:13:32
133 5053 上原 正一 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｲﾁ 糸満市  2:13:36
134 5180 大葉 孝信 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 宮城県 多賀城走友会  2:13:39
135 5188 大城 聰 ｵｵｼﾛ ｻﾄﾙ 神奈川県 大東文化大学  2:13:46
136 5141 新垣 洋一 ｱﾗｶｷ ﾖｳｲﾁ 浦添市  2:14:15
137 5111 下地 邦明 ｼﾓｼﾞ ｸﾆｱｷ 八重瀬町  2:14:16
138 5226 古久保 明 ｺｸﾎﾞ ｱｷﾗ 滋賀県  2:14:41
139 5043 金城 浩 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宜野湾市  2:14:42
140 5204 長谷川 勝美 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾐ 東京都  2:14:44
141 5218 谷口 和司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ 千葉県 浦安ＪＳＣ  2:15:19
142 5129 仲村 昌慧 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｹｲ 久米島町  2:15:50
143 5208 宮良 真澄 ﾐﾔﾗ ﾏｽﾐ うるま市  2:16:51
144 5036 太田 千寿 ｵｵﾀ ｾﾝｼﾞｭ 宮城県 仙台小鶴汗走会  2:17:45
145 5128 石嶺 聡 ｲｼﾐﾈ ｻﾄｼ 那覇市 アミノバリュー  2:17:46
146 5117 高良 敏秀 ﾀｶﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 八重瀬町 沖縄第一病院  2:17:51
147 5102 玉城 勝司 ﾀﾏｷ ｶﾂｼ 名護市 ２１世紀森クラ  2:17:59
148 5101 伊藤 敦則 ｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ うるま市 ジェイペック  2:18:18
149 5064 比嘉 達実 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾐ 名護市  2:18:26
150 5052 佐久川 実 ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 宜野湾市  2:18:33
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151 5068 酒井 圭治 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ 沖縄市  2:18:39
152 5038 中村 晴己 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾐ 那覇市  2:20:18
153 5143 新城 正一 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 宜野湾市 はにんす走友会  2:21:09
154 5076 親川 光秀 ｵﾔｶﾜ ﾐﾂﾋﾃﾞ 名護市  2:21:31
155 5081 山城 一也 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞﾔ 今帰仁村  2:21:36
156 5044 野末 繁弘 ﾉｽﾞｴ ｼｹﾞﾋﾛ 愛知県 中日本航空（株）  2:22:08
157 5095 瀬名波 賢 ｾﾅﾊ ﾀﾀﾞﾖｼ 宜野湾市  2:22:14
158 5235 平良 光徳 ﾀｲﾗ ﾐﾂﾉﾘ うるま市  2:23:03
159 5186 松尾 慶史朗 ﾏﾂｵ ｹｲｼﾛｳ 那覇市  2:23:12
160 5066 山城 幸信 ﾔﾏｼﾛ ﾕｷﾉﾌﾞ 南城市  2:23:56
161 5183 照屋 朝勝 ﾃﾙﾔ ﾁｮｳｼｮｳ 西原町  2:24:24
162 5019 安里 武 ｱｻﾄ ﾀｹｼ 那覇市  2:24:29
163 5085 坂口 泰司 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｼﾞ 本部町 もとぶ牧場  2:24:40
164 5018 寺田 道明 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 本部町  2:25:31
165 5046 池間 豊 ｲｹﾏ ﾕﾀｶ 嘉手納町  2:26:26
166 5094 比嘉 健 ﾋｶﾞ ｹﾝ 那覇市  2:27:04
167 5189 宮入 一芳 ﾐﾔｲﾘ ｶｽﾞﾖｼ 埼玉県  2:27:38
168 5048 島袋 広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｼ 那覇市  2:28:07
169 5070 神谷 厚志 ｶﾐﾔ ｱﾂﾕｷ 那覇市  2:30:47
170 5055 与那嶺 尚次 ﾖﾅﾐﾈ ﾅｵｼﾞ 糸満市  2:31:27
171 5197 下門 松信 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏﾂﾉﾌﾞ うるま市  2:31:55
172 5015 林 文彬 ﾊﾔｼ ﾌﾞﾝﾋﾝ 沖縄市  2:34:22
173 5161 宮城 秀樹 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 名護市  2:34:24
174 5155 平良 富夫 ﾀｲﾗ ﾄﾐｵ 大宜味村  2:34:53
175 5139 大仲 実則 ｵｵﾅｶ ﾐﾉﾘ 糸満市  2:35:38
176 5017 嶺井 朗 ﾐﾈｲ ｱｷﾗ 南城市  2:38:22
177 5086 佐次田 崇 ｻｼﾀﾞ ﾀｶｼ 宜野座村  2:39:36
178 5182 伊芸 雅章 ｲｹﾞｲ ﾏｻｱｷ 那覇市  2:41:21
179 5160 後瀬 伸樹 ﾉﾁｾ ﾉﾌﾞｷ 豊見城市  2:41:56
180 5051 島袋 信也 ｼﾏﾌﾞｸ ﾉﾌﾞﾅﾘ 沖縄市  2:41:58
181 5165 上地 光昭 ｳｴﾁ ﾐﾂｱｷ 宜野湾市  2:43:17
182 5145 奥田 英朗 ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 マメと筋肉痛  2:44:31
183 5072 大城 明 ｵｵｼﾛ ｱｷﾗ 今帰仁村  2:47:23
184 5047 津覇 実朝 ﾂﾊ ｻﾈﾄﾓ 嘉手納町  2:48:51
185 5187 新里 英治 ｼﾝｻﾞﾄ ｴｲｼﾞ 宜野湾市 チームシンザト  2:51:58
186 5114 上原 貞男 ｳｴﾊﾗ ｻﾀﾞｵ 糸満市  2:53:51
187 5220 当山 清史 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾌﾐ 名護市  2:58:15
188 5012 喜久里 強 ｷｸｻﾞﾄ ﾂﾖｼ 久米島町  2:58:21
189 5025 柳原 和宏 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 名護市 沖縄愛楽園  2:58:48
190 5005 座覇 守弘 ｻﾞﾊ ﾓﾘﾋﾛ 那覇市 トニーズ  2:58:57
191 5137 當山 英夫 ﾄｳﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 名護市  2:59:09
192 5148 伊波 利夫 ｲﾊ ﾄｼｵ 那覇市  3:00:09
193 5193 小林 牧郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾞｸﾛｳ 名護市  3:04:55
194 5150 大城 由紀 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 名護市  3:05:59
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