
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 2001 仲間 孝大 ﾅｶﾏ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 順天堂大学大学院  1:09:56
2 2006 与那嶺 恭兵 ﾖﾅﾐﾈ ｷｮｳﾍｲ 浦添市 琉球物流㈱  1:10:16
3 2438 関口 海月 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 本部町  1:11:16
4 2429 渡嘉敷 宗士 ﾄｶｼｷ ｼｭｳﾄ 宜野湾市 沖縄国際大学  1:12:16
5 2212 与那覇 大二郎 ﾖﾅﾊ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 伊平屋村 伊平屋村  1:12:24
6 2101 下地 晃太 ｼﾓｼﾞ ｺｳﾀ 沖縄市 沖縄国際大学  1:13:13
7 2121 今手 亮 ｺﾝﾃﾞ ﾘｮｳ うるま市 沖縄国際大学陸上部  1:13:27
8 2003 上原 光司 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 与那原町 沖縄国際大学  1:14:45
9 2122 仲間 樹 ﾅｶﾏ ｲﾂｷ 宜野湾市  1:15:17

10 2002 入高島 卓也 ｲﾘﾀｶｼﾏ ﾀｸﾔ 那覇市 陸上自衛隊那覇  1:15:19
11 2272 岩出 隼輔 ｲﾜﾃﾞ ｼｭﾝｽｹ 那覇市 ミツカン  1:15:26
12 2111 仲村渠 昌彰 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾏｻｱｷ 宜野湾市 沖縄国際大学  1:15:32
13 2211 照屋 友貴 ﾃﾙﾔ ﾄﾓｷ 糸満市  1:15:35
14 2222 長尾 蓮 ﾅｶﾞｵ ﾚﾝ 宜野湾市  1:16:13
15 2268 山家 翔 ﾔﾝﾍﾞ ｼｮｳ 栃木県 黒羽高校教員  1:16:50
16 2004 大城 大地 ｵｵｼﾛ ﾀﾞｲﾁ 浦添市 沖縄総合事務局  1:17:04
17 2244 久手堅 秀誓 ｸﾃﾞｹﾝ ﾋﾃﾞﾁｶ 八重瀬町  1:18:05
18 2433 中山 牧穂 ﾅｶﾔﾏ ﾏｷｵ 名護市  1:19:57
19 2160 大城 雄貴 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 名護市  1:20:09
20 2251 宮城 友紀 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｷ 名護市  1:20:18
21 2331 喜舎場 亮太 ｷｼｬﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 沖縄市 中頭病院  1:21:22
22 2298 新里 祐希 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳｷ 沖縄市  1:21:24
23 2118 奥平 大貴 ｵｸﾋﾗ ﾀﾞｲｷ 宜野湾市 沖縄国際大学  1:22:10
24 2430 神原 大樹 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 名護市  1:22:38
25 2392 嘉手納 丞平 ｶﾃﾞﾅ ｼｮｳﾍｲ 本部町  1:23:46
26 2208 白井 優基 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 恩納村 名桜大学  1:24:06
27 2322 新里 将司 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｻｼ 沖縄市  1:26:22
28 2178 新垣 卓也 ｱﾗｶｷ ﾀｸﾔ 南風原町 黄金森ランナーズ  1:26:42
29 2217 上原 達郎 ｳｴﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 北谷町  1:27:29
30 2339 眞境名 俊輔 ﾏｼﾞｷﾅ ｼｭﾝｽｹ 金武町  1:27:44
31 2385 浜中 克洋 ﾊﾏﾅｶ ｶﾂﾋﾛ 豊見城市 ＵＳＧＲＣ  1:29:59
32 2162 中尾 芳典 ﾅｶｵ ﾖｼﾉﾘ 浦添市 Ｔｅｃｈｉ／Ｋｉｄｓ  1:30:06
33 2170 比嘉 弘樹 ﾋｶﾞ ﾋﾛｷ 那覇市  1:31:40
34 2183 宮城 勇介 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 国頭村  1:31:51
35 2417 北島 傑 ｷﾀｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 名護市  1:32:14
36 2269 佐久川 大 ｻｸｶﾞﾜ ﾀﾞｲ 本部町  1:32:23
37 2184 杉野 智也 ｽｷﾞﾉ ﾄﾓﾔ 那覇市  1:32:36
38 2270 佐久川 佑 ｻｸｶﾞﾜ ﾕｳ 本部町  1:33:07
39 2117 大馬 義明 ｵｵﾏ ﾖｼｱｷ 名護市  1:33:17
40 2266 仲宗根 徳之 ﾅｶｿﾈ ﾉﾘﾕｷ 名護市  1:33:48
41 2005 水野 僚馬 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾏ 恩納村 恩納村役場  1:35:25
42 2182 与儀 勇太 ﾖｷﾞ ﾕｳﾀ 名護市  1:35:30
43 2406 島袋 博輝 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｷ 伊江村 チーム山入端  1:36:02
44 2294 徳里 勇人 ﾄｸｻﾞﾄ ﾕｳﾄ 宜野湾市  1:36:32
45 2119 砂川 敏也 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 宜野湾市  1:36:56
46 2308 臼杵 守 ｳｽｷ ﾏﾓﾙ 名護市 名桜大学  1:37:02
47 2187 嘉陽 宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 沖縄市  1:39:23
48 2281 大城 賢索 ｵｵｼﾛ ｹﾝｻｸ 沖縄市  1:40:08
49 2432 妹尾 創太 ｾﾉｵ ｿｳﾀ 東京都  1:41:35
50 2104 島袋 直人 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵﾄ 名護市  1:42:43
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51 2129 坂本 匠 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 名護市 名桜大学  1:42:58
52 2196 吉 哲郎 ﾖｼ ﾃﾂﾛｳ 南城市  1:43:05
53 2377 外間 竜太 ﾎｶﾏ ﾘｭｳﾀ 名護市  1:43:07
54 2157 内記 和馬 ﾅｲｷ ｶｽﾞﾏ 名護市 名桜大学  1:43:15
55 2355 金城 慎介 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｽｹ 浦添市  1:43:29
56 2235 金城 裕亮 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 那覇市 はりゅう走友会  1:43:42
57 2197 比嘉 和昌 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ 恩納村  1:43:43
58 2191 金城 信矢 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 与那原町  1:44:12
59 2278 上間 盛史 ｳｴﾏ ﾓﾘﾌﾐ 沖縄市  1:44:21
60 2381 小橋川 恒 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋｻｼ 豊見城市  1:44:31
61 2149 BROOKER MATTHEW ﾌﾞﾛ-ｶ- ﾏｼｭ- 金武町  1:44:40
62 2418 Baird Cory ﾍﾞﾔｰﾄﾞ ｺｰﾘｰ 伊江村 チーム山入端  1:44:46
63 2201 儀武 侑大郎 ｷﾞﾌﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 名護市  1:44:59
64 2145 徳村 隼人 ﾄｸﾑﾗ ﾊﾔﾄ 名護市  1:45:00
65 2422 菅原 浩平 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 国頭村  1:45:10
66 2354 古堅 武 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾀｹｼ 国頭村  1:46:02
67 2171 山城 祐貴 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ 沖縄市  1:46:19
68 2277 遠藤 大介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 名護市  1:46:21
69 2395 Kress Jake Kress Jake 沖縄市  1:46:41
70 2181 前原 信太 ﾏｴﾊﾗ ｼﾝﾀ 那覇市  1:46:47
71 2323 島袋 孝之 ｼﾏﾌﾞｸ ﾀｶﾕｷ 沖縄市  1:47:00
72 2174 仲村 颯悟 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 沖縄市  1:47:06
73 2243 金城 龍治 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｼﾞ 名護市  1:47:11
74 2115 諸喜田 貴大 ｼｮｷﾀ ﾀｶﾋﾛ 本部町  1:47:14
75 2127 徳村 尚人 ﾄｸﾑﾗ ﾅｵﾄ 名護市  1:47:21
76 2147 大兼久 賢文 ｵｵｶﾞﾈｸ ﾀｶﾌﾐ 名護市  1:47:40
77 2242 伊地 裕貴 ｲﾁ ﾕｳｷ 名護市 名桜大学  1:48:26
78 2158 林 将史 ﾊﾔｼ ﾏｻﾌﾐ 名護市  1:49:37
79 2427 西川 広記 ﾆｼｶﾜ ｺｳｷ 名護市 名桜大学ｽﾎﾟｰﾂ健康学科３年  1:49:39
80 2136 伊芸 大輔 ｲｹﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ うるま市  1:49:40
81 2335 楠瀬 尋司 ｸｽﾉｾ ﾋﾛｼ 糸満市  1:50:21
82 2345 上川路 直樹 ｶﾐｶﾜｼﾞ ﾅｵｷ 那覇市  1:51:39
83 2112 小関 大将 ｵｾﾞｷ ﾀｲｼｮｳ 名護市 やんばらーず  1:52:13
84 2113 下田 直樹 ｼﾓﾀﾞ ﾅｵｷ 名護市  1:52:13
85 2210 玉城 知治 ﾀﾏｼﾛ ﾁﾊﾙ 今帰仁村 やんばら～ず  1:52:13
86 2314 宮城 雄作 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｻｸ 那覇市  1:52:42
87 2159 赤嶺 克章 ｱｶﾐﾈ ｶﾂｱｷ 那覇市 名桜大学看護学科  1:53:17
88 2185 嶺井 健太 ﾐﾈｲ ｹﾝﾀ 名護市 ＪＡおきなわ  1:53:36
89 2199 徳満 和司 ﾄｸﾐﾂ ｶｽﾞｼ 今帰仁村  1:53:37
90 2329 昆野 明知 ｺﾝﾉ ｱｷﾄﾓ 那覇市  1:53:50
91 2237 宮原 巧太郎 ﾐﾔﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 浦添市  1:54:09
92 2367 奥田 真吾 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 宜野湾市  1:54:22
93 2133 仲地 真生 ﾅｶﾁ ﾏｵ 名護市  1:54:32
94 2431 入池原 欣季 ｲﾘｲｹﾊﾗ ｷﾝｷ 名護市  1:54:36
95 2424 二宮 智治 ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓｼﾞ 名護市 名桜大学  1:55:08
96 2328 渡慶次 裕也 ﾄｹｼ ﾕｳﾔ 那覇市 琉球大学  1:55:48
97 2166 比嘉 信也 ﾋｶﾞ ｼﾝﾔ 名護市  1:56:23
98 2405 当真 賢也 ﾄｳﾏ ｹﾝﾔ 那覇市  1:56:28
99 2236 新里 直史 ｼﾝｻﾞﾄ ﾅｵｼ 那覇市  1:56:36

100 2310 宮平 幸輝 ﾐﾔﾋﾗ ﾀﾂｷ 伊江村 チーム山入端  1:56:38
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101 2384 仲村 将太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 名護市  1:57:07
102 2151 KUBIK CHASE ｷｭ-ﾋﾞｯｸ ﾁｪｲｽ 金武町  1:57:11
103 2130 平野 亮 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 中城村  1:57:26
104 2369 平良 勇人 ﾀｲﾗ ﾊﾔﾄ 中城村  1:57:41
105 2336 塩路 流太 ｼｵｼﾞ ﾘｭｳﾀ 名護市  1:57:51
106 2186 山城 后史 ﾔﾏｼﾛ ｷﾐﾋﾄ 浦添市  1:58:06
107 2409 高橋 遼至 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 京都府  1:58:18
108 2225 山城 慧 ﾔﾏｼﾛ ｹｲ 名護市  1:58:48
109 2411 川平 勝太 ｶﾜﾋﾗ ｼｮｳﾀ 南城市  1:58:50
110 2404 竹本 成治 ﾀｹﾓﾄ ｾｲｼﾞ 西原町  1:58:50
111 2408 儀間 洋哉 ｷﾞﾏ ﾋﾛﾔ 伊江村 チーム山入端  1:59:33
112 2420 崎浜 隆弘 ｻｷﾊﾏ ﾀｶﾋﾛ 名護市  1:59:34
113 2315 高江洲 和彦 ﾀｶｴｽ ｶｽﾞﾋｺ 那覇市  1:59:45
114 2386 名幸 靖晃 ﾅｺｳ ﾔｽｱｷ 那覇市  1:59:55
115 2370 仲松 啓太 ﾅｶﾏﾂ ｹｲﾀ 北谷町  2:00:10
116 2351 吉田 直弘 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 沖縄市  2:00:13
117 2204 東恩納 祥也 ﾋｶﾞｼｵﾝﾅ ｼｮｳﾔ うるま市  2:00:22
118 2141 山入端 克圭 ﾔﾏﾉﾊ ｶﾂﾖｼ 名護市  2:00:27
119 2290 田中 貞実 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾐ 兵庫県  2:00:28
120 2419 相澤 航太 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ 名護市  2:00:37
121 2324 山城 潤也 ﾔﾏｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 中城村  2:00:43
122 2169 具志堅 善彦 ｸﾞｼｹﾝ ﾖｼﾋｺ 名護市  2:00:51
123 2226 島袋 和博 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾋﾛ 伊江村  2:01:00
124 2374 ﾊﾞｰｸ ﾙｲｽ ﾊﾞｰｸ ﾙｲｽ 宜野湾市  2:01:09
125 2394 石川 浩太郎 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ うるま市  2:01:50
126 2144 新城 健太 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 名護市  2:02:35
127 2407 翁長 竜盛 ｵﾅｶﾞ ﾀﾂﾓﾘ 浦添市  2:03:14
128 2214 富山 勇輝 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 名護市  2:03:25
129 2403 徳盛 太一朗 ﾄｸﾓﾘ ﾀｲﾁﾛｳ 宜野湾市  2:03:26
130 2108 金城 涼太 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 浦添市  2:03:47
131 2434 田代 洋輝 ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ 名護市  2:03:54
132 2209 赤嶺 幸治 ｱｶﾐﾈ ﾕｷﾊﾙ 糸満市  2:03:58
133 2435 岩元 崇晃 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｱｷ 名護市 名桜大学  2:04:29
134 2276 Macias Greg ﾏｼｱｽ ｸﾞﾚｯｸﾞ 那覇市  2:05:43
135 2301 島袋 浩保 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛﾔｽ 沖縄市  2:05:57
136 2285 Browning Zachary ﾌﾞﾗｳﾆﾝｸﾞ ｻﾞｯｶﾘｰ 名護市  2:06:09
137 2229 伊良波 光士 ｲﾗﾊ ﾃﾙｼ 名護市 荻堂組  2:06:32
138 2106 古堅 逸勢 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾊﾔｾ 那覇市  2:06:32
139 2359 島袋 靖広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾔｽﾋﾛ 浦添市  2:06:51
140 2365 新垣 太輔 ｱﾗｶｷ ﾀｲｽｹ 名護市  2:06:56
141 2295 栗林 祐斗 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 大阪府  2:07:39
142 2292 川口 直紀 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 栃木県 持田ＤＩＥＴ部  2:07:39
143 2397 伊佐 元希 ｲｻ ﾓﾄｷ 宜野湾市  2:08:05
144 2388 Joel Rea ｼﾞｮｰﾙ ﾚｲ 那覇市  2:08:10
145 2273 鈴木 猛淑 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾖｼ 東京都 武蔵野営業所  2:08:50
146 2165 比嘉 一文 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 名護市  2:08:53
147 2232 屋宜 健人 ﾔｷﾞ ｹﾝﾄ 沖縄市  2:09:04
148 2325 Cramer Cliff ｸﾚｲﾏｰ ｸﾘﾌ 宜野湾市  2:09:25
149 2373 渡真利 光訓 ﾄﾏﾘ ﾐﾂｸﾆ 那覇市  2:09:40
150 2102 本山 東人 ﾓﾄﾔﾏ ﾊﾙﾄ 名護市  2:10:42
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151 2215 宮良 俊 ﾐﾔﾗ ｼｭﾝ 宜野湾市  2:10:47
152 2413 友利 和之 ﾄﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ 浦添市  2:11:04
153 2289 嘉数 怜 ｶｶｽﾞ ﾚｲ 那覇市  2:11:26
154 2274 河見 久明 ｶﾜﾐ ﾋｻｱｷ 愛知県  2:11:31
155 2152 FISHER KEVIN ﾌｨｯｼｬ- ｹｳﾞｨﾝ 金武町  2:11:35
156 2227 木村 利樹 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 南城市  2:11:50
157 2371 金城 拓也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ 名護市  2:12:01
158 2327 義間 健二 ｷﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 読谷村  2:12:26
159 2264 秋山 裕思 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都  2:12:57
160 2428 池味 寿喜 ｲｹﾐ ﾄｼｷ 名護市  2:13:01
161 2338 野波 正太郎 ﾉﾊ ｼｮｳﾀﾛｳ 浦添市  2:13:26
162 2116 比嘉 理貴 ﾋｶﾞ ﾏｻｷ 名護市  2:13:30
163 2257 島本 孝洋 ｼﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 名護市  2:15:11
164 2156 岸本 拓馬 ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 名護市  2:15:15
165 2207 仲松 勇二 ﾅｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 宜野湾市  2:15:16
166 2349 宮城 俊彦 ﾐﾔｷﾞ ﾄｼﾋｺ 那覇市 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:15:28
167 2309 渡久地 政春 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 本部町  2:15:53
168 2416 黒瀬 剛 ｸﾛｾ ﾂﾖｼ 宜野湾市  2:16:04
169 2396 玉城 和樹 ﾀﾏｼﾛ ｶｽﾞｷ 嘉手納町  2:16:06
170 2126 上原 駿 ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝ 名護市  2:16:21
171 2128 比嘉 陽平 ﾋｶﾞ ﾖｳﾍｲ 名護市  2:16:21
172 2362 Hopkin Ross Ross Hopkin 嘉手納町  2:16:45
173 2437 中野 静流 ﾅｶﾉ ｼｽﾞﾙ 名護市  2:16:56
174 2299 上向井 裕介 ｳｴﾑｶｲ ﾕｳｽｹ 兵庫県 神戸女子短大  2:17:07
175 2333 屋良 朝久 ﾔﾗ ﾄﾓﾋｻ 南城市 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:17:12
176 2353 羽地 優樹 ﾊﾈｼﾞ ﾕｳｷ 浦添市  2:17:13
177 2105 神里 健太 ｶﾝｻﾞﾄ ｹﾝﾀ 金武町 Ｄａｉｓｙｓ　Ｃａｆｅ  2:17:16
178 2358 上野 渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 沖縄市  2:17:20
179 2175 木下 和磨 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾏ 東京都  2:17:44
180 2124 宮城 賛 ﾐﾔｷﾞ ﾀｽｸ 名護市  2:18:20
181 2206 新崎 諒 ｱﾗｻｷ ﾘｮｳ 名護市  2:19:49
182 2109 久手堅 憲翔 ｸﾃﾞｹﾝ ｹﾝﾄ 那覇市  2:20:38
183 2304 池田 直隆 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 金武町  2:21:15
184 2296 佐藤 央享 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 大阪府  2:21:30
185 2228 堀越 慶 ﾎﾘｺｼ ｹｲ 名護市  2:21:41
186 2262 菅原 翔大 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ 東京都  2:21:49
187 2360 にしめ まさと ﾆｼﾒ ﾏｻﾄ 沖縄市  2:21:51
188 2132 仲野 祥隆 ﾅｶﾉ ﾖｼﾀｶ 名護市  2:21:55
189 2254 仲間 卓也 ﾅｶﾏ ﾀｸﾔ 金武町  2:22:27
190 2231 岸本 臣矢 ｷｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 那覇市  2:22:45
191 2234 井口 啓明 ｲｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 糸満市  2:22:59
192 2313 北林 裕貴 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 那覇市  2:23:24
193 2275 原田 真吾 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 那覇市 大和ハウス工業  2:23:26
194 2139 藤原 奈央 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅｵ 名護市  2:23:27
195 2303 高原 悠二 ﾀｶﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 読谷村  2:23:27
196 2402 上原 篤希 ｳｴﾊﾗ ｱﾂｷ 大阪府  2:23:33
197 2213 上地 要 ｳｴﾁ ｶﾅﾒ 本部町  2:24:01
198 2239 山城 隆二 ﾔﾏｼﾛ ﾘｭｳｼﾞ 伊江村  2:24:01
199 2305 松田 正人 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ うるま市  2:24:14
200 2307 翁長 清人 ｵﾅｶﾞ ｷﾖﾄ 名護市  2:24:16
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201 2238 川田 聖樹 ｶﾜﾀ ｷﾖｷ 那覇市  2:24:23
202 2279 大城 靖史 ｵｵｼﾛ ﾔｽｼ 那覇市  2:24:24
203 2357 金城 慧 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹｲ 沖縄市  2:24:40
204 2265 上地 司 ｳｴﾁ ﾂｶｻ 那覇市 ブルパでナゴを走り隊  2:25:21
205 2131 許田 美千弘 ｷｮﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 名護市  2:25:24
206 2219 渡部 貴裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 名護市  2:25:34
207 2320 比嘉 伸哉 ﾋｶﾞ ｼﾝﾔ 沖縄市  2:25:35
208 2120 笠松 幸治 ｶｻﾏﾂ ｺｳｼﾞ 名護市  2:25:58
209 2400 富山 政裕 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市  2:26:06
210 2221 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 名護市  2:26:22
211 2247 山川 大輔 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 名護市  2:26:37
212 2312 氏家 聡 ｳｼﾞｲｴ ｻﾄｼ 沖縄市  2:26:38
213 2240 具志堅 挙人 ｸﾞｼｹﾝ ｷﾖﾄ 今帰仁村  2:26:38
214 2148 又吉 健太 ﾏﾀﾖｼ ｹﾝﾀ 浦添市  2:26:40
215 2202 玉城 樹 ﾀﾏｷ ｲﾂｷ 名護市  2:27:20
216 2203 宮城 海人 ﾐﾔｷﾞ ｶｲﾄ 名護市  2:27:22
217 2255 古堅 大喜 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾀﾞｲｷ 那覇市  2:27:26
218 2135 山城 秀人 ﾔﾏｼﾛ ｼｭｳﾄ 南城市  2:27:48
219 2302 井上 建 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ うるま市  2:27:49
220 2347 伊波 竜弥 ｲﾊ ﾀﾂﾔ うるま市  2:28:00
221 2143 下地 康文 ｼﾓｼﾞ ﾔｽﾌﾐ 名護市  2:28:00
222 2342 末松 敬悟 ｽｴﾏﾂ ｹｲｺﾞ 名護市  2:28:57
223 2319 上原 正樹 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 名護市  2:29:01
224 2364 山内 昌吾 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 読谷村 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:29:13
225 2414 志良堂 和也 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 沖縄市  2:29:14
226 2205 上原 拓磨 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 名護市  2:29:15
227 2125 﨑山 寛弥 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛﾔ 名護市  2:30:02
228 2352 慶 雄人 ｹｲ ﾕｳﾄ 南風原町  2:30:04
229 2401 小田原 史憲 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾌﾐﾉﾘ 那覇市  2:30:07
230 2382 林 裕貴 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 那覇市  2:30:14
231 2256 大城 義孝 ｵｵｼﾛ ﾖｼﾀｶ 名護市  2:30:18
232 2263 親川 竜一 ｵﾔｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 名護市  2:30:18
233 2287 中 良仁 ﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 名護市  2:30:30
234 2317 宮下 草伸 ﾐﾔｼﾀ ｿｳｼﾝ 宜野座村  2:30:36
235 2194 大城 和明 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞｱｷ うるま市  2:31:13
236 2142 塚本 大樹 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 浦添市  2:31:55
237 2195 平良 渉 ﾀｲﾗ ﾜﾀﾙ 本部町  2:31:56
238 2300 石垣 卓也 ｲｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ 名護市  2:32:07
239 2123 髙良 剛史 ﾀｶﾗ ﾂﾖｼ 浦添市  2:32:37
240 2176 高良 友基 ﾀｶﾗ ﾕｳｷ 名護市  2:32:37
241 2250 古謝 景吾 ｺｼﾞｬ ｹｲｺﾞ 名護市  2:33:31
242 2249 大城 一浩 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾋﾛ 名護市  2:33:31
243 2398 名嘉 真之介 ﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 宜野湾市  2:33:41
244 2233 馬上 正和 ﾊﾞｼﾞｮｳ ﾏｻｶｽﾞ 那覇市  2:33:43
245 2356 本田 宏伸 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 浦添市  2:33:51
246 2167 島袋 富寿 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋｻﾄｼ 名護市  2:34:02
247 2200 西銘 賢造 ﾆｼﾒ ｹﾝｿﾞｳ 名護市 なかまんＪａｐａｎ  2:34:04
248 2260 本田 裕之 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 恩納村  2:34:51
249 2259 比嘉 匠 ﾋｶﾞ ﾀｸﾐ 読谷村  2:34:51
250 2137 平田 嗣実 ﾋﾗﾀ ﾂｸﾞﾐ 名護市  2:34:58
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251 2297 濱薗 亮司 ﾊﾏｿﾞﾉ ﾘｮｳｼﾞ 鹿児島県  2:35:13
252 2173 大城 清貴 ｵｵｼﾛ ｷﾖﾀｶ 名護市  2:36:07
253 2192 新城 航 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾜﾀﾙ 名護市  2:37:18
254 2436 宮城 魁斗 ﾐﾔｷﾞ ｶｲﾄ 名護市  2:38:02
255 2198 仲宗根 巧 ﾅｶｿﾈ ﾀｸﾐ 本部町  2:38:08
256 2366 榎本 諒 ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳ 沖縄市  2:38:18
257 2267 伊芸 大作 ｲｹﾞｲ ﾀﾞｲｻｸ 名護市  2:38:25
258 2153 LU ZHAN ﾙ- ｻﾞﾝ 金武町  2:38:46
259 2387 知名 秀弥 ﾁﾅ ﾋﾃﾞﾔ 南風原町  2:38:53
260 2258 饒波 和彦 ﾉﾊ ｶｽﾞﾋｺ 恩納村  2:39:07
261 2245 根間 大輔 ﾈﾏ ﾀﾞｲｽｹ 沖縄市  2:39:20
262 2410 山本 靖之 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 宜野湾市  2:39:44
263 2134 砂川 和也 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 西原町  2:39:47
264 2346 渡真利 健市 ﾄﾏﾘ ｹﾝｲﾁ 沖縄市  2:40:00
265 2318 新垣 勇一 ｱﾗｶｷ ﾕｳｲﾁ 那覇市  2:40:04
266 2220 仲兼久 陽一 ﾅｶｶﾞﾈｸ ﾖｳｲﾁ 名護市  2:40:22
267 2107 川小根 竜一 ｶﾜｺﾈ ﾘｭｳｲﾁ 沖縄市  2:41:05
268 2248 金城 真 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 糸満市  2:41:08
269 2253 比嘉 啓 ﾋｶﾞ ｹｲ 名護市  2:41:26
270 2224 伊禮 健吾 ｲﾚｲ ｹﾝｺﾞ 名護市  2:42:12
271 2284 仲泊 重仁 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ｼｹﾞﾋﾄ 中城村  2:42:39
272 2326 荻堂 宙 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 本部町  2:43:52
273 2216 岡部 亮太 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 南城市 ＯＫＢ４８  2:44:15
274 2340 見里 晃乙 ﾐｻﾄ ﾃﾙｵ うるま市  2:44:53
275 2383 大城 健太 ｵｵｼﾛ ｹﾝﾀ 那覇市  2:45:13
276 2311 與那覇 真吾 ﾖﾅﾊ ｼﾝｺﾞ 名護市  2:45:15
277 2361 島袋 一史 ｼﾏﾌﾞｸ ｶｽﾞﾌﾐ 那覇市  2:45:25
278 2140 比嘉 貴仁 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 名護市  2:45:37
279 2380 松原 友規 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾉﾘ 金武町  2:45:56
280 2179 眞榮城 志郎 ﾏｴｼﾛ ｼﾛｳ 沖縄市  2:47:09
281 2415 志良堂 篤 ｼﾗﾄﾞｳ ｱﾂｼ 大宜味村  2:47:28
282 2334 津覇 実也 ﾂﾊ ｼﾞﾂﾔ 北谷町  2:47:48
283 2146 大城 卓也 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾔ 名護市  2:48:06
284 2246 宮國 勉実 ﾐﾔｸﾆ ｶﾂﾐ 西原町  2:48:46
285 2252 平井 大三 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｿﾞｳ 名護市  2:49:51
286 2189 米須 裕貴 ｺﾒｽ ﾕｳｷ 名護市  2:50:21
287 2376 伊禮 大貴 ｲﾚｲ ﾀﾞｲｷ 那覇市  2:51:05
288 2103 岸本 隆司 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ 名護市  2:51:56
289 2180 大灣 宗隆 ｵｵﾜﾝ ﾑﾈﾀｶ 那覇市 （株）オーワン  2:52:08
290 2375 喜友名 朝聖 ｷﾕﾅ ﾄﾓｷ 那覇市  2:52:34
291 2177 上原 基志 ｳｴﾊﾗ ﾓﾄｼ 読谷村  2:52:49
292 2341 伊藤 瞬 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 那覇市  2:53:18
293 2368 宮平 洋貴 ﾐﾔﾋﾗ ﾋﾛｷ 宜野湾市  2:53:27
294 2193 高良 剛 ﾀｶﾗ ｺﾞｳ 中城村  2:53:50
295 2306 知念 伸明 ﾁﾈﾝ ﾉﾌﾞｱｷ 名護市  2:54:36
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