
順位 Noカード 氏名 カナ 市町村 所属 完走時間

1 6094 城間 哲夫 ｼﾛﾏ ﾃﾂｵ 沖縄市  1:28:52
2 6063 平田 章 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 南風原町 黄金森ランナーズ  1:30:04
3 6041 野里 悟 ﾉｻﾞﾄ ｻﾄﾙ 浦添市  1:33:41
4 6028 新垣 安男 ｱﾗｶｷ ﾔｽｵ 豊見城市  1:38:58
5 6024 玉那覇 健三 ﾀﾏﾅﾊ ｹﾝｿﾞｳ うるま市 チームけんぞう  1:41:51
6 6026 當山 靖博 ﾄｳﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 宜野湾市  1:42:44
7 6085 赤嶺 彰一 ｱｷｶｽﾞ 南風原町 はりゅう走友会  1:43:42
8 6005 枝川 照夫 ｴｶﾞﾜ ﾃﾙｵ 南風原町  1:45:58
9 6037 屋良 一洋 ﾔﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 宜野湾市 首里城走ろう会  1:46:31

10 6051 新城 克弘 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾋﾛ 名護市  1:46:42
11 6049 新里 精吾 名護市  1:47:26
12 6071 新城 正男 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｵ 今帰仁村  1:47:29
13 6023 島袋 豊徳 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾎｳﾄｸ 沖縄市 公園走友会  1:47:55
14 6092 安村 康則 ﾔｽﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ うるま市  1:48:23
15 6111 新垣 盛健 ｱﾗｶｷ ｾｲｹﾝ 北谷町  1:49:03
16 6098 浦崎 克弘 ｳﾗｻｷ ｶﾂﾋﾛ 宮古島市 宮古島走々会  1:50:35
17 6114 中村 隆宣 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 福岡県 ミレニアムスタ  1:51:03
18 6040 比嘉 栄源 ﾋｶﾞ ｴｲｹﾞﾝ 名護市  1:51:36
19 6060 中田 征男 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ 北海道  1:52:24
20 6054 真喜志 康安 ﾏｷｼ ｺｳｱﾝ 名護市  1:52:52
21 6082 田港 朝徳 ﾀﾐﾅﾄ ﾁｮｳﾄｸ 豊見城市 チームハシカワ  1:54:11
22 6109 新井 光男 ｱﾗｲ ﾐﾂｵ 豊見城市  1:55:11
23 6108 佐藤 利夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 埼玉県  1:56:11
24 6012 大城 信光 ｵｵｼﾛ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大宜味村  1:56:33
25 6101 増山 光弘 ﾏｽﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 豊見城市  1:56:56
26 6084 大城 將計 ｵｵｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 名護市  1:57:08
27 6068 上間 良廣 ｳｴﾏ ﾖｼﾋﾛ 名護市  1:57:22
28 6016 谷口 美行 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都  1:57:50
29 6002 仲里 利一 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼｶｽﾞ うるま市 越来走友会  1:59:29
30 6099 大城 信和 ﾉﾌﾞｶｽﾞ 名護市  1:59:37
31 6066 山城 誠春 ﾔﾏｼﾛ ｾｲﾊﾙ 宜野湾市  1:59:53
32 6067 田村 伸行 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 広島県  2:00:04
33 6110 大橋 孝行 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 南風遊走会東京  2:01:14
34 6074 入松田 元 ｲﾘﾏﾂﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 宜野湾市  2:01:17
35 6080 上原 正勝 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 本部町  2:02:26
36 6073 福山 保 ﾌｸﾔﾏ ﾀﾓﾂ 浦添市 ウラソエ２１  2:03:02
37 6070 新垣 秀範 ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市  2:03:11
38 6034 嘉数 仁吉 ｶｶｽﾞ ｼﾞﾝｷﾁ 那覇市 はりゅう走友会  2:03:40
39 6087 渡口 康輝 ﾄｸﾞﾁ ﾔｽﾃﾙ 名護市 ２１森ランクラブ  2:03:42
40 6103 佐藤 利夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 宮城県 多賀城走友会  2:03:51
41 6105 玉城 寿男 ﾀﾏｼﾛ ﾄｼｵ 糸満市 西崎走ろう会  2:03:57
42 6011 大湾 直治 ｵｵﾜﾝ ﾅｵｼﾞ 読谷村  2:08:23
43 6027 玉城 善次 ﾀﾏｷ ｾﾞﾝｼﾞ 那覇市 首里城走ろう会  2:08:27
44 6048 大城 英二 ｵｵｼﾛ ｴｲｼﾞ 東村  2:10:18
45 6057 山城 正登 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻﾄ 今帰仁村  2:10:23
46 6072 小山 榮一 ｺﾔﾏ ｴｲｲﾁ 豊見城市  2:10:43
47 6003 座間味 真 ｻﾞﾏﾐ ｼﾝ 名護市  2:11:02
48 6089 平良 国治 ﾀｲﾗ ｸﾆｼﾞ 大宜味村  2:11:10
49 6017 前石野 安夫 ﾏｴｲｼﾉ ﾔｽｵ 浦添市  2:11:39
50 6096 玉代勢 宗栄 ﾀﾏﾖｾ ｿｳｴｲ 宜野座村  2:12:11
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51 6044 大城 潔 ｵｵｼﾛ ｷﾖｼ 豊見城市 遊友クラブ  2:12:21
52 6064 宮城 米三 ﾐﾔｷﾞ ﾖﾈｿﾞｳ 名護市 竜球館国頭道場  2:12:32
53 6102 寺田 彦貞 ﾃﾗﾀﾞ ﾋｺｻﾀﾞ 名護市  2:13:03
54 6006 高江洲 弘 ﾀｶｴｽ ﾋﾛｼ 那覇市 首里城走ろう会  2:13:08
55 6053 比嘉 久明 ﾋｶﾞ ﾋｻｱｷ 名護市  2:13:14
56 6038 新里 盛彦 ｼﾝｻﾞﾄ ﾓﾘﾋｺ 名護市  2:14:28
57 6020 青木 三利 ｱｵｷ ﾐﾂﾄｼ 名護市  2:14:49
58 6019 中村 実 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 那覇市  2:15:12
59 6079 吉永 安徳 ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾝﾄ 浦添市  2:15:14
60 6107 屋嘉比 康藤 ﾔｶﾋﾞ ﾔｽﾌｼﾞ 那覇市  2:15:18
61 6039 本村 覚 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾙ 沖縄市  2:15:44
62 6036 大内 誠一 ｵｵｳﾁ ｾｲｲﾁ 名護市  2:15:57
63 6113 佐藤 矩行 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 恩納村  2:15:58
64 6031 新垣 嘉憲 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾉﾘ うるま市 アリンコクラブ  2:16:16
65 6018 知念 安盛 ﾁﾈﾝ ﾔｽﾓﾘ 名護市  2:16:18
66 6050 小橋川 栄立 名護市 スリサーサー  2:16:23
67 6009 大城 孝夫 ｵｵｼﾛ ﾀｶｵ 沖縄市  2:18:06
68 6043 上間 光明 ｳｴﾏ ﾐﾂｱｷ 沖縄市 フル百回楽走会  2:18:15
69 6047 金城 満夫 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂｵ 糸満市 糸満走友会  2:19:37
70 6116 北村 一郎 ｷﾀﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 福井県 福井石油備蓄  2:19:46
71 6033 平良 新吉 ﾀｲﾗ ｼﾝｷﾁ 南風原町  2:20:11
72 6061 知念 正昇 ﾁﾈﾝ ｾｲｼｮｳ 伊是名村  2:20:25
73 6042 具志堅 正秀 ｸﾞｼｹﾝ ﾏｻﾋﾃﾞ 八重瀬町  2:20:46
74 6083 高良 勲 ﾀｶﾗ ｲｻｵ 那覇市  2:21:06
75 6069 仲里 全永 ﾅｶｻﾞﾄ ｾﾞﾝｴｲ 今帰仁村  2:21:58
76 6097 島袋 清榮 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｾｲｴｲ うるま市  2:22:30
77 6013 牧 伸夫 ﾏｷ ﾉﾌﾞｵ 糸満市  2:23:04
78 6081 伊佐 眞全 ｲｻ ｼﾝｾﾞﾝ 那覇市  2:23:25
79 6086 米須 幸一 ｺﾒｽ ｺｳｲﾁ 沖縄市  2:23:37
80 6045 大見 勝 ｵｵﾐ ﾏｻﾙ 浦添市 首里城走ろう会  2:24:40
81 6015 金城 武史 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 八重瀬町  2:24:54
82 6075 金城 邦弘 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾋﾛ 名護市  2:25:17
83 6115 知念 紀光 ﾁﾈﾝ ﾉﾘﾐﾂ 浦添市  2:25:29
84 6004 當間 嗣朝 ﾄｳﾏ ｼﾁｮｳ 南城市 さしき健走会  2:25:35
85 6088 友寄 純一 ﾄﾓﾖｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市  2:25:55
86 6056 金城 政良 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ 沖縄市  2:27:18
87 6059 長浜 武吉 浦添市  2:29:02
88 6090 半澤 洋一 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 那覇市  2:29:31
89 6058 仲栄真 盛俊 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾄｼ 那覇市  2:29:41
90 6021 宮里 将征 ﾐﾔｻﾄ ﾏｻﾕｷ 那覇市  2:30:07
91 6010 渡嘉敷 直一 ﾄｶｼｷ ﾅｵｲﾁ 那覇市  2:30:50
92 6062 照屋 正三 ﾃﾙﾔ ｾｲｿﾞｳ 那覇市  2:31:30
93 6025 山城 長徳 ﾔﾏｼﾛ ﾁｮｳﾄｸ うるま市 石川ありんこランナー 2:34:15
94 6100 山田 一彦 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 闘走心  2:41:49
95 6112 内間 俊昇 ｳﾁﾏ ﾄｼﾉﾘ 浦添市  2:46:35
96 6091 山城 健 ﾔﾏｼﾛ ﾀｹｼ 宜野湾市  2:47:45
97 6007 上原 信敏 ｳｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾄｼ 北谷町  2:48:12
98 6046 下田 寿 ｼﾓﾀﾞ ﾋｻｼ 南風原町  2:51:40
99 6104 小山 純一 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県  2:52:58

100 6035 赤嶺 恭則 ｱｶﾐﾈ ﾔｽﾉﾘ 豊見城市  2:53:47
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101 6030 仲本 興真 ﾅｶﾓﾄ ｺｳｼﾝ 名護市  2:55:23
102 6078 大城 孝太郎 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ 八重瀬町  2:58:40
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