
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム
1 323 鷹谷　博一 ﾀｶﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 名護市 タカリュウ  0:09:48
2 316 岡　渓斗 ｵｶ ｹｲﾄ 宜野湾市 アミノバリューランニングクラブ  0:10:24
3 315 岡　潔 ｵｶ ｷﾖｼ 宜野湾市 アミノバリューランニングクラブ  0:10:28
4 317 長田　健一 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 名護市 長田ファミリー  0:10:36
5 304 山城　佳孝 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾀｶ 那覇市 山城ファミリー  0:10:48
6 301 石嶺　哲也 ｲｼﾐﾈ ﾃﾂﾔ うるま市 石嶺ファミリー  0:11:30
7 305 玉代勢　真也 ﾀﾏﾖｾ ｼﾝﾔ 名護市 玉代勢ファミリー  0:11:46
8 306 玉代勢　嵐 ﾀﾏﾖｾ ﾗﾝ 名護市 玉代勢ファミリー  0:11:47
9 324 鷹谷　龍生 ﾀｶﾔ ﾘｭｳｾｲ 名護市 タカリュウ  0:12:07

10 343 東江　静乃 ｱｶﾞﾘｴ ｼｽﾞﾉ 沖縄市 東江ファミリー  0:12:27
11 344 東江　智輝 ｱｶﾞﾘｴ ﾄﾓｷ 沖縄市 東江ファミリー  0:12:27
12 303 山城　敬政 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶﾏｻ 那覇市 山城ファミリー  0:12:43
13 312 渡久山　盛正 ﾄｸﾔﾏ ﾓﾘﾏｻ 名護市 渡久山ファミリー  0:12:46
14 314 川間　友介 ｶﾜﾏ ﾕｳｽｹ 名護市 川間ファミリー  0:13:01
15 348 岩本　大地 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 兵庫県 岩本ファミリー  0:13:01
16 313 川間　重一 ｶﾜﾏ ｼｹﾞｲﾁ 名護市 川間ファミリー  0:13:02
17 338 田中　志弥 ﾀﾅｶ ﾕｷﾔ うるま市 田中ファミリー  0:13:17
18 318 長田　飛龍 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾘｭｳ 名護市 長田ファミリー  0:13:24
19 350 尾尻　梁一 ｵｼﾞﾘ ﾘｮｳｲﾁ 那覇市 アミノバリューＲＣ  0:13:24
20 349 尾尻　義彦 ｵｼﾞﾘ ﾖｼﾋｺ 那覇市 アミノバリューＲＣ  0:13:26
21 302 石嶺　真鈴 ｲｼﾐﾈ ﾏﾘﾝ うるま市 石嶺ファミリー  0:13:38
22 320 大城　佳奈美 ｵｵｼﾛ ｶﾅﾐ 国頭村 大城チーム国頭  0:13:59
23 319 大城　角栄 ｵｵｼﾛ ｶｸｴｲ 国頭村 大城チーム国頭  0:14:00
24 347 岩本　延博 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 兵庫県 岩本ファミリー  0:14:11
25 360 Noah Weidner ﾉｱ ﾜｲﾄﾞﾅｰ 那覇市 Weidner family  0:14:21
26 330 国吉　愛恵 ｸﾆﾖｼ ﾒｸﾞ うるま市 藤田・国吉ファミリー  0:14:28
27 359 Weidner Julia ﾜｲﾄﾞﾅｰ ｼﾞｭﾘｱ 那覇市 Weidner family  0:14:39
28 362 上田　大貴 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 名護市 上田ファミリー  0:15:03
29 361 上田　浩平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 名護市 上田ファミリー  0:15:07
30 342 新崎　英斗 ｱﾗｻｷ ｴｲﾄ 沖縄市 新崎ファミリー  0:15:56
31 346 比嘉　凛 ヒガ ﾘﾝ 今帰仁村 比嘉ファミリー  0:17:03
32 345 比嘉　美保 ﾋｶﾞ ﾐﾎ 今帰仁村 比嘉ファミリー  0:17:03
33 325 安里　博樹 ｱｻﾄ ﾋﾛｷ 名護市 安里ファミリーA  0:17:15
34 326 安里　日和 ｱｻﾄ ﾋﾖﾘ 名護市 安里ファミリーA  0:17:15
35 321 久場　敦子 ｸﾊﾞ ｱﾂｺ 名護市 久場ファミリー  0:17:43
36 322 久場　琉澄 ｸﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 名護市 久場ファミリー  0:17:43
37 328 漢那　碧生 ｶﾝﾅ ｱｵｲ 那覇市 漢那ファミリー  0:18:17
38 327 漢那　泰子 ｶﾝﾅ ﾔｽｺ 那覇市 漢那ファミリー  0:18:17
39 339 東恩納　寿乃 ﾋｶﾞｵﾝﾅ ﾋｻﾉ 那覇市 東恩納ファミリー  0:18:23
40 340 東恩納　陸 ﾋｶﾞｵﾝﾅ ﾘｸ 那覇市 東恩納ファミリー  0:18:23
41 341 新崎　盛春 ｱﾗｻｷ ﾓﾘﾊﾙ 沖縄市 新崎ファミリー  0:18:37
42 311 渡久山　くみこ ﾄｸﾔﾏ ｸﾐｺ 名護市 渡久山ファミリー  0:19:00
43 337 田中　静香 ﾀﾅｶ ｼｽﾞｶ うるま市 田中ファミリー  0:19:49
44 329 藤田　千佳子 ﾌｼﾞﾀ ﾁｶｺ うるま市 藤田・国吉ファミリー  0:19:49

２．６ｋｍ　親子の部


