
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 1079 仲村 廣都 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 恩納村  0:33:45
2 1006 桐原 浩樹 ｷﾘﾊﾗ ﾋﾛｷ 南城市  0:35:39
3 1050 比嘉 茂人 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾄ 名護市 ＡＶＲＣ沖縄  0:40:12
4 1157 山本 大介 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 那覇市  0:40:20
5 1082 大城 竹広 ｵｵｼﾛ ﾀｹﾋﾛ 大宜味村  0:41:13
6 1021 船越 裕輝 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｷ 中城村  0:41:51
7 1155 岡本 俊輔 ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 那覇市  0:43:23
8 1005 桑江 勝 ｸﾜｴ ﾏｻﾙ 沖縄市  0:43:36
9 1153 伊藤 史憲 ｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 西原町  0:43:39

10 1081 野原 圭太 ﾉﾊﾗ ｹｲﾀ 八重瀬町 デッチアスリートクラブ  0:44:19
11 1128 仲村 卓之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 那覇市  0:44:30
12 1058 兼田 信義 ｶﾈﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ 山口県 ＪＲ貨物新南陽  0:45:52
13 1159 玉城 初 ﾀﾏｼﾛ ﾊｼﾞﾒ 読谷村  0:46:17
14 1099 仲田 哲二 ﾅｶﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 宜野湾市 沖縄国際大学職員  0:46:49
15 1137 石田 貴司 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都  0:47:01
16 1125 高鍬 雅志 ﾀｶｸﾜ ﾏｻｼ 石川県 北陸経済研究会  0:47:10
17 1059 野崎 貴夫 ﾉｻﾞｷ ﾀｶｵ 浦添市  0:47:32
18 1124 長池 正 ﾅｶﾞｲｹ ﾀﾀﾞｼ 石川県 北陸経済研究会  0:47:52
19 1016 金城 直哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅｵﾔ 名護市  0:48:27
20 1062 宮城 勇也 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳﾔ 南風原町  0:49:42
21 1015 深田 友樹英 ﾌｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 名護市  0:49:47
22 1054 比嘉 昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 名護市  0:50:24
23 1057 玉木 健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 名護市  0:50:27
24 1156 久高 将治 ｸﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 名護市  0:50:50
25 1075 松島 進 ﾏﾂｼﾏ ｽｽﾑ 国頭村  0:51:34
26 1084 BUSAM MARK ﾌﾞｻﾑ ﾏ-ｸ 北谷町  0:52:15
27 1088 江﨑 清隆 ｴｻｷ ｷﾖﾀｶ 那覇市  0:52:34
28 1149 比嘉 剛 ﾋｶﾞ ﾂﾖｼ 沖縄市  0:54:11
29 1094 棚原 憲彦 ﾀﾅﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 本部町  0:54:58
30 1100 矢野 剛 ﾔﾉ ﾂﾖｼ 久米島町  0:55:00
31 1042 積田 敏夫 ﾂﾐﾀ ﾄｼｵ 名護市  0:55:07
32 1148 与那覇 貴 ﾖﾅﾊ ﾀｶｼ 石垣市  0:55:14
33 1013 前川 龍太 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾀ 名護市  0:55:47
34 1127 吉原 慎吾 ﾖｼﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 石川県 北陸経済研究会  0:56:16
35 1126 朝日 学 ｱｻﾋ ﾏﾅﾌﾞ 石川県 北陸経済研究会  0:56:40
36 1160 石井 鉄也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 東京都  0:56:46
37 1132 田中 末男 ﾀﾅｶ ｽｴｵ うるま市  0:56:54
38 1123 並里 弘樹 ﾅﾐｻﾄ ﾋﾛｷ 本部町  0:57:09
39 1103 佐久間 正明 ｻｸﾏ ﾏｻｱｷ 岐阜県 岐阜県可児市役所  0:57:19
40 1122 古澤 亘司 ﾌﾙｻﾜ ｺｳｼﾞ 大阪府  0:57:29
41 1083 知名 清 ﾁﾅ ｷﾖｼ 名護市  0:57:37
42 1111 新垣 行康 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾔｽ 沖縄市  0:57:46
43 1009 與那嶺 繁 ﾖﾅﾐﾈ ｼｹﾞﾙ 名護市  0:58:03
44 1152 志良堂 清正 ｼﾗﾄﾞｳ ｷﾖﾏｻ 糸満市  0:58:05
45 1133 野畑 裕嗣 ﾉﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 東京都  0:58:10
46 1117 渡具知 慎 ﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 名護市  0:58:16
47 1064 島福 善弘 ｼﾏﾌｸ ﾖｼﾋﾛ 名護市 ＢＥＥＲＳ  0:58:43
48 1161 木村 幸志伊 ｷﾑﾗ ｺｳｼ 神奈川県  0:59:15
49 1116 田仲 恒 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 名護市  0:59:27
50 1080 又吉 盛一 ﾏﾀﾖｼ ｾｲｲﾁ 読谷村 読谷陸上愛好会  0:59:45
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51 1061 山里 将秀 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 名護市  1:00:05
52 1104 山城 眞助 ﾔﾏｼﾛ ｼﾝｽｹ うるま市  1:00:45
53 1040 金城 哲志 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 名護市  1:00:45
54 1090 仲田 秀市 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｲﾁ 金武町  1:00:56
55 1051 伊敷 元吉 ｲｼｷ ｹﾞﾝｷﾁ 宜野湾市  1:00:56
56 1038 當山 貴将 ﾄｳﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 名護市  1:01:09
57 1024 前田 泰明 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｱｷ 名護市  1:01:15
58 1096 宇室 直秀 ｳﾑﾛ ﾅｵﾋﾃﾞ 那覇市  1:01:58
59 1106 渡辺 満典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾉﾘ 岐阜県 岐阜県可児市役所  1:02:05
60 1130 村田 昌功 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 長野県 上田産婦病院  1:02:09
61 1027 比嘉 悟 ﾋｶﾞ ｻﾄﾙ 名護市 さぶ走友会  1:02:15
62 1072 和宇慶 朝敏 ﾜｳｹ ﾁｮｳﾋﾞﾝ うるま市  1:03:22
63 1138 中村 晴己 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾐ 那覇市  1:03:45
64 1145 新城 一功 ｱﾗｼﾛ ｶｽﾞﾉﾘ 南風原町  1:04:00
65 1134 森 洋治 ﾓﾘ ﾖｳｼﾞ 那覇市  1:04:04
66 1055 石嶺 伝勇 ｲｼﾐﾈ ﾃﾞﾝﾕｳ 読谷村  1:04:36
67 1114 比嘉 信行 ﾋｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 名護市  1:05:03
68 1060 玉栄 拡 ﾀﾏｴ ﾋﾛﾑ うるま市  1:05:07
69 1147 ﾃｰﾗｰ ﾏｲｹﾙ ﾃｰﾗｰ ﾏｲｹﾙ 名護市  1:06:06
70 1142 玉城 勉 ﾀﾏｷ ﾂﾄﾑ 宜野湾市  1:06:09
71 1068 島袋 秀和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 名護市  1:06:33
72 1048 新田 宗誠 ｱﾗﾀ ﾑﾈﾅﾘ 名護市  1:06:58
73 1136 宮入 一芳 ﾐﾔｲﾘ ｶｽﾞﾖｼ 埼玉県  1:07:04
74 1049 松川 嘉明 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ 名護市  1:07:09
75 1046 玉城 浩嗣 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 名護市  1:07:15
76 1089 岸本 健 ｷｼﾓﾄ ｹﾝ 名護市  1:07:24
77 1154 森山 幹彦 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷﾋｺ 神奈川県  1:07:27
78 1140 兵藤 健一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 愛知県  1:07:37
79 1030 山川 敬 ﾔﾏｶﾜ ｹｲ 名護市  1:08:30
80 1007 比嘉 啓文 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 名護市  1:08:58
81 1105 照屋 守敬 ﾃﾙﾔ ｼｭｹｲ うるま市  1:09:18
82 1112 下地 政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 那覇市  1:09:19
83 1086 岸本 龍章 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 名護市  1:10:14
84 1012 徳嶺 光男 ﾄｸﾐﾈ ﾐﾂｵ 名護市  1:10:34
85 1066 神山 賢悟 ｶﾐﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 名護市  1:10:51
86 1008 當真 嗣俊 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾄｼ 名護市  1:12:20
87 1022 大兼久 勝彦 ｵｵｶﾞﾈｸ ｶﾂﾋｺ 名護市  1:12:24
88 1073 石垣 里啓 ｲｼｶﾞｷ ｻﾄﾋﾛ うるま市  1:12:30
89 1076 仲栄真 学 ﾅｶｴﾏ ﾏﾅﾌﾞ 本部町  1:12:33
90 1163 棚原 順二 ﾀﾅﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 名護市  1:12:36
91 1010 米原 暁 ﾖﾈﾊﾗ ｻﾄﾙ 沖縄市  1:12:41
92 1108 上原 数見 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 那覇市  1:12:44
93 1119 川畑 勇雄 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｻｵ 鹿児島県  1:12:51
94 1141 小林 徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 埼玉県 廣田塾  1:13:01
95 1085 宮里 伸 ﾐﾔｻﾄ ｼﾝ 名護市  1:13:29
96 1107 比嘉 一善 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ 名護市  1:13:33
97 1129 屋宜 紀行 ﾔｷﾞ ﾉﾘﾕｷ うるま市  1:13:52
98 1031 喜納 金和 ｷﾅ ｷﾝﾜ 宜野湾市  1:14:27
99 1071 金城 善信 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾌﾞ うるま市  1:14:31

100 1135 廣田 清一 ﾋﾛﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 廣田塾  1:14:37

１０ｋｍ　一般男子



順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

101 1037 大嶺 真人 ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾄ 名護市  1:15:08
102 1039 高良 幸正 ﾀｶﾗ ﾕｷﾏｻ 名護市  1:15:37
103 1098 花城 真也 ﾊﾅｼﾛ ｼﾝﾔ 浦添市  1:15:40
104 1074 宮城 興一 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｲﾁ 読谷村  1:16:54
105 1065 上間 史久 ｳｴﾏ ﾌﾐﾋｻ 名護市  1:16:55
106 1047 上村 拓 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾑ 名護市  1:17:01
107 1097 花城 清隆 ﾊﾅｼﾛ ｷﾖﾀｶ 那覇市  1:18:09
108 1070 幸地 竹輝 ｺｳﾁ ﾀｹﾃﾙ 名護市  1:18:24
109 1143 山川 公男 ﾔﾏｶﾜ ｷﾐｵ 那覇市  1:19:06
110 1093 諸見里 直樹 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ﾅｵｷ うるま市 荻堂組  1:20:44
111 1017 白井 覚 ｼﾗｲ ｻﾄﾙ 名護市  1:21:08
112 1092 比嘉 大喜 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｷ 名護市 荻堂組  1:21:35
113 1025 大城 徹治 ｵｵｼﾛ ﾃﾂｼﾞ 名護市  1:22:19
114 1026 髙里 盛克 ﾀｶｻﾞﾄ ﾓﾘｶﾂ 名護市  1:22:20
115 1118 金子 隆昭 ｶﾈｺ ﾀｶｱｷ 福岡県  1:22:35
116 1069 久髙 元気 ｸﾀﾞｶ ﾓﾄｷ 名護市  1:23:21
117 1028 新城 正雄 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｵ 名護市  1:23:26
118 1063 上里 周作 ｳｴｻﾄ ｼｭｳｻｸ 名護市  1:24:16
119 1110 仲村 逸人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北谷町  1:24:16
120 1102 池原 達也 ｲｹﾊﾗ ﾀﾂﾔ うるま市  1:24:58
121 1032 具志堅 功 ｸﾞｼｹﾝ ｲｻｵ 名護市  1:26:09
122 1087 遠藤 隆三 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 静岡県 リュウちゃん  1:26:26
123 1901 岸本 明久 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ 名護市  1:26:46
124 1150 仲松 悟 ﾅｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 沖縄市  1:28:20
125 1056 渡慶次 憲二 ﾄｹｼ ｹﾝｼﾞ 沖縄市  1:28:20
126 1045 糸満 盛健 ｲﾄﾏﾝ ｾｲｹﾝ 那覇市  1:28:43
127 1036 屋嘉部 景文 ﾔｶﾌﾞ ｹｲﾌﾐ 名護市  1:28:46
128 1144 松崎 善文 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾌﾐ うるま市  1:29:23
129 1151 宮城 春純 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾙｷﾖ 名護市  1:29:42
130 1101 金城 睦 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾑﾂﾐ 本部町  1:30:22
131 1041 和宇慶 優仁 ﾜｳｹ ﾏｻﾄ うるま市  1:30:50
132 1029 前田 義広 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 名護市  1:34:36
133 1034 島袋 一盛 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾓﾘ 名護市  2:08:08
134 1033 金城 孝之 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾕｷ 名護市  2:08:17
135 1035 比嘉 健則 ﾋｶﾞ ﾀｹﾉﾘ 名護市  2:08:18
136 1095 上原 正勝 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｶﾂ 本部町  2:31:32
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