
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 3379 菅沼 伸哉 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾔ 豊見城市 チームゴーヤー  1:18:30

2 3243 富樫 建太 ﾄｶﾞｼ ｹﾝﾀ 北海道 ★北海道の星★  1:19:43

3 3073 根路銘 直樹 ﾈﾛﾒ ﾅｵｷ 沖縄市 沖消孫悟空  1:19:55

4 3203 大城 康秀 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 豊見城市  1:20:36

5 3222 徳重 昭仁 ﾄｸｼｹﾞ ｱｷﾋﾄ 南風原町 チームイエロー  1:20:57

6 3198 下地 宏和 ｼﾓｼﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 那覇市  1:21:09

7 3061 大塚 真人 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾄ 宜野湾市  1:22:48

8 3265 大城 拓也 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾔ 西原町  1:23:20

9 3201 大田 喜久 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ 那覇市  1:24:28

10 3448 長濱 愛慎 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県  1:24:37

11 3398 永本 寛樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 那覇市  1:24:41

12 3467 小原 満春 ｵﾊﾗ ﾐﾂﾊﾙ 南城市  1:24:46

13 3064 髙良 哲雄 ﾀｶﾗ ﾃﾂｵ 沖縄市  1:24:55

14 3449 Marlin Mullins Marlin Mullins  1:25:00

15 3161 金城 貴徳 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾉﾘ 名護市  1:25:04

16 3406 岩田 雄一郎 ｲﾜﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 名護市  1:25:41

17 3036 比嘉 雄也 ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ  1:26:35

18 3051 諸喜田 寿 ｼｮｷﾀ ﾋｻｼ 今帰仁村  1:26:41

19 3093 平田 佳成 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾅﾘ 八重瀬町  1:28:00

20 3149 大城 司 ｵｵｼﾛ ﾂｶｻ 那覇市  1:28:17

21 3244 吉野 昌尚 ﾖｼﾉ ﾏｻﾅｵ 滋賀県  1:29:02

22 3428 伊波 元丸 ｲﾊ ﾓﾄﾏﾙ 那覇市 ＴＥＡＭちんすこう  1:29:14

23 3015 島袋 辰典 ｼﾏﾌﾞｸ ﾀﾂﾉﾘ 宜野湾市  1:29:17

24 3529 宮城 慎太郎 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 中城村 チームイエロー  1:29:36

25 3176 比嘉 忍 ｼﾉﾌﾞ 名護市  1:30:09

26 3128 上間 一樹 ｳｴﾏ ｶｽﾞｷ 名護市 リトル会  1:30:46

27 3217 野口 吉寿 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 鹿児島県  1:30:52

28 3165 喜友名 雄亮 ｷｭｳﾅ ﾕｳｽｹ 名護市  1:30:58

29 3076 知花 久司 ﾁﾊﾞﾅ ﾋｻｼ 読谷村  1:31:19

30 3476 関 昭彦 ｾｷ ｱｷﾋｺ 名護市  1:31:36

31 3545 Porter Brian ﾎﾟｰﾀｰ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 沖縄市  1:31:45

32 3329 横江 崇 ﾖｺｴ ﾀｶｼ 那覇市  1:32:03

33 3381 福山 修平 ﾌｸﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 沖縄市  1:32:07

34 3344 新城 聡康 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾔｽ 南城市  1:32:09

35 3345 中山 博文 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 与那原町  1:32:41

36 3308 備瀬 大介 ﾋﾞｾ ﾀﾞｲｽｹ 本部町  1:32:52

37 3408 園崎 達秀 ｿﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾋﾃﾞ 北中城村 ＴＥＡＭ　安木内科  1:33:07

38 3341 嶋木 徹 ｼﾏｷ ﾄｵﾙ 沖縄市 ｈａｓｉｋａｗａｓａｉｋｕｒｕ  1:33:19

39 3030 志良堂 清正 ｼﾗﾄﾞｳ ｷﾖﾏｻ 名護市  1:33:23

40 3315 新里 康 ｼﾝｻﾞﾄ ｺｳ 宜野湾市  1:33:56

41 3253 田邊 顕彦 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ 名護市  1:33:56

42 3522 Carter wesley ｶｰﾀｰ ｳｴｽﾞﾘｰ  1:34:05

43 3187 仲村 政直 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾅｵ 名護市  1:34:18

44 3212 竹村 爾朗 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 名護市  1:34:41

45 3009 伊波 秀樹 ｲﾊ ﾋﾃﾞｷ うるま市  1:34:44

46 3351 知花 幸次 ﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞ 読谷村  1:34:45

47 3153 真栄城 潤哉 ﾏｴｼﾛ ﾋﾛﾔ 嘉手納町  1:35:00

48 3004 小峯 柳多 ｺﾐﾈ ﾘｭｳﾀ 那覇市  1:35:15

49 3022 喜屋武 敬太 ｷｬﾝ ｹｲﾀ 那覇市  1:35:16

50 3442 翁長 裕二 ｵﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 豊見城市  1:35:35
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51 3424 宮城 望 ﾐﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾑ 北中城村  1:35:45

52 3057 備瀬 智篤 ﾋﾞｾ ﾄﾓｱﾂ 読谷村  1:35:47

53 3133 瑞慶山 良巨 ｽﾞｹﾔﾏ ﾖｼｷﾖ うるま市  1:35:47

54 3001 伊東 茂昭 ｲﾄｳ ｼｹﾞｱｷ 北海道  1:35:56

55 3480 當銘 伸吾 ﾄｳﾒ ｼﾝｺﾞ 名護市 やんばら～ず  1:36:45

56 3150 中山 哲 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂ 名護市  1:36:51

57 3283 吉澤 元貴 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 浦添市  1:36:53

58 3086 奥松 竜也 ｵｸﾏﾂ ﾀﾂﾔ 糸満市  1:37:04

59 3549 安慶名 誉希 ｱｹﾞﾅ ﾔｽｷ 沖縄市  1:37:58

60 3277 中村 英樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 平塚ＡＣ  1:37:59

61 3378 中村 暢 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 西原町  1:38:10

62 3109 渡慶次 雅人 ﾄｹｼ ﾏｻﾄ 沖縄市  1:38:12

63 3443 三上 欣之 ﾐｶﾐ ﾖｼﾕｷ 北谷町  1:38:17

64 3427 池町 円 ｲｹﾏﾁ ﾏﾄﾞｶ 那覇市  1:38:41

65 3092 池谷 大介 ｲｹｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 名護市  1:38:42

66 3461 上地 野我 ｳｴﾁ ﾉｱ 浦添市  1:38:55

67 3336 Ben Walrath Ben Walrath  1:39:00

68 3407 Bailey Jessey Bailey Jessey  1:39:24

69 3125 池辺 賢児 ｲｹﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 宜野座村  1:39:27

70 3447 島袋 勝昌 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶﾂﾏｻ 沖縄市  1:39:30

71 3312 宮城 康幸 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽﾕｷ 沖縄市  1:39:46

72 3060 石原 昌弥 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾔ 那覇市  1:40:11

73 3391 見田村 守夫 ﾐﾀﾑﾗ ﾓﾘｵ 那覇市  1:40:26

74 3249 石井 恵介 ｲｼｲ ｹｲｽｹ 那覇市  1:40:31

75 3059 川上 修司 ｶﾜｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 那覇市  1:40:38

76 3357 仲宗根 丈晴 ﾅｶｿﾈ ﾀｹﾅﾙ 名護市  1:40:56

77 3278 横井 理人 ﾖｺｲ ﾏｻﾄ 那覇市  1:41:07

78 3223 小橋川 優 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 名護市  1:41:12

79 3242 真鍋 達也 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 愛知県 名古屋消防  1:41:25

80 3058 前加良 太作 ﾏｴｶﾗ ﾀｲｻｸ 宜野湾市  1:41:31

81 3459 原 慎一 ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 那覇市  1:41:46

82 3400 馬詰 剛 ｳﾏﾂﾞﾒ ﾀｹｼ 那覇市  1:42:01

83 3361 乾 智一 ｲﾇｲ ﾄﾓｶｽﾞ 宜野湾市 県立南部医療センター・こども医療センター  1:43:01

84 3533 新垣 安志 ｱﾗｶｷ ﾔｽｼ 名護市  1:43:08

85 3423 小堀 泰紀 ｺﾎﾞﾘ ﾔｽﾉﾘ 宜野湾市  1:43:15

86 3171 赤井 善樹 ｱｶｲ ﾖｼｷ 読谷村  1:43:27

87 3104 Stephen Bair ｽﾃｨﾌｧﾝ ﾍﾞｲｱ- うるま市  1:43:34

88 3434 奥田 和弘 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 那覇市  1:43:54

89 3348 Scott Krason Scott Krason うるま市  1:44:05

90 3311 小谷 哲也 ｺﾀﾆ ﾃﾂﾔ 福岡県  1:44:29

91 3219 仲嶺 憂一 ﾅｶﾐﾈ ﾕｳｲﾁ 名護市  1:44:51

92 3415 Khoa Diep Khoa Diep  1:45:03

93 3532 中原 亮 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 豊見城市  1:45:09

94 3456 Webb Brian ｳｪﾌﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 北中城村  1:45:13

95 3258 南部 路治 ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾁﾊﾙ 宜野湾市 ちんすこう  1:45:29

96 3465 荒津 祥太郎 ｱﾗﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ 那覇市  1:45:33

97 3267 水城 利治 ﾐｽﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 那覇市  1:45:52

98 3392 仲宗根 智 ﾅｶｿﾈ ｻﾄｼ うるま市  1:46:09

99 3068 CALEB EAMES ｶﾚﾌﾞ ｲ-ﾑｽ 沖縄市  1:46:15

100 3179 知念 徹 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 名護市  1:46:17
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101 3342 山田 太 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾄｼ 那覇市  1:46:23

102 3320 村山 尚士 ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵｼ 那覇市  1:46:45

103 3233 前田 光 ﾏｴﾀﾞ ﾋｶﾙ 宜野湾市  1:47:10

104 3168 慶田花 敦 ｹﾀﾞﾊﾅ ｱﾂｼ 糸満市  1:47:14

105 3062 鉢嶺 景太 ﾊﾁﾐﾈ ｹｲﾀ 八重瀬町  1:47:37

106 3263 渡慶次 順太 ﾄｹｼ ｼﾞｭﾝﾀ 恩納村  1:47:44

107 3462 酒井 陽翠 ｻｶｲ ﾖｳｽｲ 那覇市  1:47:48

108 3250 宮城 篤 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ 西原町  1:48:19

109 3119 具志堅 太一 ｸﾞｼｹﾝ ﾀｲﾁ 名護市  1:48:27

110 3421 外間 輝行 ﾎｶﾏ ﾃﾙﾕｷ 那覇市  1:48:28

111 3471 田才 英行 ﾀｻｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 那覇市  1:48:30

112 3537 山下 裕之 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 名護市  1:48:40

113 3301 倉澤 高徳 ｸﾗｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 糸満市  1:48:43

114 3159 小泉 伸弥 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾔ 名護市  1:49:03

115 3096 上原 正樹 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 糸満市  1:49:08

116 3252 鈴村 大地 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀｲﾁ 伊江村 爆走マイペース  1:49:09

117 3127 比嘉 慶太 ﾋｶﾞ ｹｲﾀ 名護市 サビッチェＦＣ  1:49:11

118 3029 上地 修 ｳｴﾁ ｵｻﾑ 那覇市  1:49:47

119 3309 鵜飼 隆寛 ｳｶｲ ﾀｶﾋﾛ 東京都 サノフィ  1:50:08

120 3460 與那嶺 寛 ﾖﾅﾐﾈ ﾋﾛｼ 那覇市  1:50:29

121 3148 知念 樹 ﾁﾈﾝ ﾀﾂｷ 南風原町  1:50:41

122 3120 Henry Flynn ｱﾝﾘ ﾌﾘ-ﾝ 北谷町  1:51:02

123 3269 古川 裕己 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｼ うるま市 鹿島中央線の会  1:51:14

124 3056 比嘉 大樹 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｷ 浦添市  1:51:51

125 3401 moss daniel moss daniel  1:51:54

126 3404 Muche Bryan ﾑｼｪ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 読谷村  1:52:10

127 3234 比嘉 成之 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾕｷ 名護市  1:52:13

128 3440 奥間 政吾 ｵｸﾏ ｾｲｺﾞ 沖縄市  1:52:26

129 3211 金城 保史 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｼ 名護市 名護ムエタイスクール  1:52:28

130 3389 Bobby Horner Bobby Horner  1:52:50

131 3142 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 名護市 垣花番長  1:52:55

132 3530 Junior Diaz Junior Diaz 沖縄市  1:52:56

133 3082 諸見 賢 ﾓﾛﾐ ｹﾝ 名護市  1:53:01

134 3438 島 宏史 ｼﾏ ﾋﾛｼ 沖縄市  1:53:16

135 3359 中村 康晃 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 名護市  1:53:30

136 3384 木村 智弘 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ  1:53:34

137 3339 守田 昌哉 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ 本部町  1:54:01

138 3065 小波津 安盛 ｺﾊﾂ ﾔｽﾓﾘ 宜野湾市  1:54:07

139 3170 我那覇 守 ｶﾞﾅﾊ ﾏﾓﾙ 那覇市  1:54:19

140 3255 玉城 季代士 ﾀﾏｼﾛ ｷﾖｼ 糸満市  1:54:20

141 3091 寄川 晃生 ﾖｾｶﾜ ｱｷｵ 中城村  1:54:50

142 3256 當山 貴巳 ﾄｳﾔﾏ ﾖｼﾐ 沖縄市  1:54:57

143 3397 渡部 将史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ うるま市  1:55:02

144 3166 漢那 豊 ｶﾝﾅ ﾕﾀｶ 那覇市  1:55:11

145 3262 中村 孝一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 那覇市 キッズ  1:55:29

146 3111 喜納 剛 ｷﾅ ﾀｹｼ 沖縄市  1:55:37

147 3331 Shilley Kevin ｼｰﾘ ｹﾋﾞﾝ 沖縄市  1:55:40

148 3437 上原 抗 ｳｴﾊﾗ ｺｳ 那覇市  1:55:53

149 3364 黒島 清竜 ｸﾛｼﾏ ｾｲﾘｭｳ 那覇市  1:55:56

150 3446 金城 秀哉 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾔ 本部町 本部園  1:56:00
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151 3167 仲村 直人 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ 名護市  1:56:21

152 3003 江島 功一 ｴｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 沖縄市  1:56:34

153 3228 上原 勝也 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾔ 豊見城市  1:56:50

154 3388 上江洲 大策 ｳｴｽﾞ ﾀﾞｲｻｸ 那覇市  1:56:50

155 3368 中澤 正文 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 那覇市  1:56:53

156 3110 田中 健介 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 沖縄市  1:57:05

157 3275 野村 幸弘 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 那覇市  1:57:06

158 3240 屋比久 寛光 ﾔﾋﾞｸ ﾋﾛﾐﾂ 与那原町  1:57:28

159 3510 仲里 昭人 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｷﾄ 那覇市  1:57:33

160 3319 花城 清大 ﾊﾅｼﾛ ｾｲﾀ 那覇市  1:57:35

161 3226 岸本 卓 ｷｼﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 名護市  1:57:44

162 3492 仲宗根 弘樹 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛｷ 沖縄市  1:57:58

163 3373 AYENI TEMITOPE AYENI TEMITOPE 読谷村  1:58:11

164 3509 島崎 貴志 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 名護市  1:58:13

165 3385 真栄平 司 ﾏｴﾋﾗ ﾂｶｻ 浦添市 チーム古酒  1:58:13

166 3523 宇良 充 ｳﾗ ﾐﾂﾙ うるま市  1:58:52

167 3199 Boutin John ﾊﾞｳﾃｨﾝ ｼﾞｮﾝ うるま市  1:59:09

168 3178 山里 考吏 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾀｶｼ 名護市  1:59:13

169 3083 仲里 祐太 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳﾀ 今帰仁村  1:59:24

170 3515 外間 直人 ﾎｶﾏ ﾅｵﾄ 浦添市  1:59:29

171 3302 比嘉 健吾 ﾋｶﾞ ｹﾝｺﾞ 今帰仁村  1:59:33

172 3513 又吉 健 ﾏﾀﾖｼ ｹﾝ 名護市  1:59:37

173 3299 大城 洋二 ｵｵｼﾛ ﾖｳｼﾞ 南城市  1:59:41

174 3033 伊佐 行弘 ｲｻ ﾕｷﾋﾛ 宜野湾市  1:59:57

175 3089 喜納 光 ｷﾅ ﾋｶﾙ 名護市  2:00:15

176 3333 崎山 喜一郎 ｻｷﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ 北谷町  2:00:19

177 3382 喜瀬 慎吾 ｷｾ ｼﾝｺﾞ 伊江村 チーム山入端  2:00:24

178 3220 田島 兵章 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 北中城村  2:00:28

179 3370 真玉橋 拡斗 ﾏﾀﾞﾝﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 沖縄市  2:00:31

180 3318 中村 洋祐 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 名護市  2:00:45

181 3251 鬼頭 宗久 ｷﾄｳ ﾑﾈﾋｻ 長野県  2:00:45

182 3375 古堅 正存 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾏｻﾉﾌﾞ 沖縄市  2:00:51

183 3432 堀川 静郎 ﾎﾘｶﾜ  ｼｽﾞｵ 糸満市  2:01:04

184 3069 眞榮田 義隆 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 沖縄市  2:01:04

185 3094 下里 憲司 ｼﾓｻﾄ ｹﾝｼﾞ 那覇市  2:01:11

186 3477 Stephen Borrett Stephen Borrett  2:01:25

187 3124 上間 精悟 ｳｴﾏ ｾｲｺﾞ 本部町  2:01:26

188 3193 木下 龍太 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾀ 名護市  2:01:35

189 3330 黒坂 洋平 ｸﾛｻｶ ﾖｳﾍｲ 豊見城市  2:01:59

190 3362 新垣 太樹 ｱﾗｶｷ ﾀｲｷ 名護市  2:02:01

191 3208 大城 泰一郎 ｵｵｼﾛ ﾀｲｲﾁﾛｳ 北谷町  2:02:05

192 3238 渡慶次 一郎 ﾄｹｼ ｲﾁﾛｳ 西原町  2:02:29

193 3313 根間 健徳 ﾈﾏ ﾀｹﾉﾘ 浦添市  2:02:33

194 3077 大城 忍 ｵｵｼﾛ ｼﾉﾌﾞ 名護市  2:02:42

195 3248 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東村  2:02:51

196 3070 伊波 幹 ｲﾊ ﾓﾄｷ 名護市  2:03:03

197 3503 平良 康博 ﾀｲﾗ ﾔｽﾋﾛ 那覇市  2:03:12

198 3525 神山 寛之 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 名護市  2:03:25

199 3084 當山 健一郎 ﾄｳﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 沖縄市  2:03:42

200 3074 花城 孝幸 ﾊﾅｼﾛ ﾀｶﾕｷ 那覇市  2:03:45
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201 3135 伊豆味 薫 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾙ 名護市  2:04:09

202 3134 稲嶺 一馬 ｲﾅﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 名護市  2:04:18

203 3246 喜舎場 睦也 ｷｼｬﾊﾞ ﾑﾂﾔ うるま市  2:04:30

204 3483 運天 均 ｳﾝﾃﾝ ﾋﾄｼ 宜野湾市  2:04:44

205 3347 仲村 元彰 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｱｷ 那覇市 チームおきぎん  2:05:00

206 3237 若浦 章二 ﾜｶｳﾗ ｼｮｳﾆ 名護市 ｗ－ｓｓｙｉ  2:05:01

207 3450 高田 慎介 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｽｹ 那覇市  2:05:33

208 3254 淡路 敏行 ｱﾜｼﾞ ﾄｼﾕｷ 新潟県  2:05:50

209 3527 港川 茂人 ﾐﾅﾄｶﾞﾜ ｼｹﾞﾋﾄ うるま市 仲里畳店  2:05:52

210 3394 吉田 和浩 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 那覇市  2:06:02

211 3451 與那嶺 力 ﾖﾅﾐﾈ ﾂﾄﾑ 浦添市  2:06:08

212 3180 齋藤 大 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 名護市  2:06:21

213 3071 奥浜 隼 ｵｸﾊﾏ ﾊﾔﾄ 浦添市  2:06:41

214 3245 後藤 健作 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｻｸ 愛知県 ティーバックス  2:06:50

215 3303 磯部 渉 ｲｿﾍﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県  2:06:50

216 3521 甲斐 俊也 ｶｲ ﾄｼﾔ 本部町  2:06:51

217 3204 田代 昌美 ﾀｼﾛ ﾏｻﾖｼ 豊見城市  2:06:53

218 3225 新里 晶 ｼﾝｻﾞﾄ ｱｷﾗ 浦添市  2:07:07

219 3100 友利 圭 ﾄﾓﾘ ｹｲ 那覇市  2:07:16

220 3282 鈴木 武宏 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 東京都  2:07:49

221 3478 天久 農 ｱﾒｸ ﾐﾉﾘ 読谷村 読谷村字なみひｒｕｎ  2:07:53

222 3300 喜名 淳哉 ｷﾅ ｼﾞｭﾝﾔ 沖縄市  2:07:57

223 3340 Jonathon Lowen ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾛｰｳｪﾝ 那覇市  2:08:11

224 3507 新崎 聖 ｱﾗｻｷ ｼｮｳ 名護市  2:08:25

225 3512 山城 寿 ﾔﾏｼﾛ ﾋｻｼ 那覇市  2:08:27

226 3402 仲宗根 盛貴 ﾅｶｿﾈ ｾｲｷ 浦添市  2:08:29

227 3139 松田 大輔 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 名護市  2:08:33

228 3383 伊藤 貴章 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 本部町  2:08:37

229 3218 島元 朗 ｼﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 沖縄市  2:08:38

230 3122 伊礼 和則 ｲﾚｲ ｶｽﾞﾉﾘ 沖縄市  2:08:38

231 3536 王田 一成 ｷﾐﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 宜野湾市 仲里畳店  2:08:45

232 3102 大仁田 英樹 ｵｵﾆﾀ ﾋﾃﾞｷ 那覇市  2:08:49

233 3105 岸本 健吾 ｷｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 名護市  2:09:00

234 3007 上地 勝樹 ｳｴﾁ ﾏｻｷ 読谷村  2:09:12

235 3288 島袋 敬太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲﾀ 名護市  2:09:22

236 3039 玉城 哲 ﾀﾏｼﾛ ｻﾄｼ 名護市  2:09:31

237 3420 田中 隆正 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 那覇市  2:09:32

238 3485 大城 洋介 ｵｵｼﾛ ﾖｳｽｹ 今帰仁村  2:09:47

239 3544 中野 泰裕 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 恩納村  2:09:57

240 3274 鳥居 久展 ﾄﾘｲ ﾋｻﾉﾌﾞ 和歌山県  2:10:07

241 3164 上間 竜寿 ｳｴﾏ ﾀﾂﾄｼ 南風原町  2:10:10

242 3452 Ricky Brown Ricky Brown  2:10:34

243 3027 近藤 一輝 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｷ 名護市 名護ムエタイスクール  2:10:55

244 3196 當山 陽也 ﾄｳﾔﾏ ﾊﾙﾔ 名護市  2:11:06

245 3231 津嘉山 秀次 ﾂｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾂｷﾞ 沖縄市  2:11:20

246 3008 大嶺 均 ｵｵﾐﾈ ﾋﾄｼ 金武町  2:11:20

247 3108 古謝 照幸 ｺｼﾞｬ ﾃﾙﾕｷ うるま市  2:11:31

248 3200 島袋 旭史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｷﾌﾐ 与那原町  2:11:52

249 3037 松川 嘉樹 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｷ 名護市  2:12:29

250 3013 大城 有市 ｵｵｼﾛ ﾕｳｲﾁ 名護市  2:12:29
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251 3416 嶺井 淑 ﾐﾈｲ ｷﾖｼ 那覇市  2:12:29

252 3338 仲宗根 竹一 ﾅｶｿﾈ ﾀｹｲﾁ 宜野湾市  2:12:30

253 3247 佐久川 淳 ｻｸｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 本部町  2:12:38

254 3542 崎原 喬 ｻｷﾊﾗ ﾀｶｼ 北谷町  2:12:40

255 3547 仲宗根 重博 ﾅｶｿﾈ ｼｹﾞﾋﾛ 浦添市  2:13:04

256 3393 FOREMAN JEROME ﾌｫｱﾏﾝ ｼﾞｪﾛｰﾑ うるま市  2:13:05

257 3396 高木 祐司 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｼﾞ 名護市  2:13:27

258 3090 仲尾次 康秀 ﾅｶｵｼﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 那覇市  2:13:31

259 3156 宮城 聡 ﾐﾔｷﾞ ｻﾄｼ 名護市  2:13:33

260 3413 長浜 真仁 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻﾋﾄ 那覇市  2:13:35

261 3239 久場 良満 ｸﾊﾞ ﾖｼﾐﾂ 八重瀬町  2:14:01

262 3107 西平 創一郎 ﾆｼﾋﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 名護市  2:14:33

263 3002 宮里 有直 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾘﾀﾀﾞ 名護市  2:15:00

264 3541 比嘉 弘人 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾄ 名護市  2:15:12

265 3044 花城 秀明 ﾊﾅｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 名護市  2:15:13

266 3334 Taylor Lane ﾃｲﾗｰ ﾚｲﾝ 宜野湾市  2:15:20

267 3011 比嘉 伸 ﾋｶﾞ ｼﾝ 名護市  2:15:40

268 3140 島袋 直人 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾅｵﾄ 名護市  2:15:41

269 3327 BABCOCK NICHOLAS BABCOCK NICHOLAS 宜野湾市  2:15:58

270 3414 Nguyen Thai Nguyen Thai ＤＯＤＥＡ  2:16:07

271 3486 出口 良介 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 浦添市  2:16:10

272 3014 平安山 精進 ﾍﾝｻﾞﾝ ｼｮｳｼﾞﾝ 名護市  2:16:24

273 3292 生盛 昌栄 ｾｲﾓﾘ ｼｮｳｴｲ 浦添市  2:16:39

274 3399 宇座 正章 ｳｻﾞ ﾏｻｱｷ 宜野湾市  2:17:06

275 3539 喜瀬 圭太 ｷｾ ｹｲﾀ 名護市 あるぷす  2:17:34

276 3147 仲間 幸次 ﾅｶﾏ ｺｳｼﾞ 今帰仁村  2:17:35

277 3067 島袋 公彦 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｷﾐﾋｺ 名護市  2:17:42

278 3323 関 直樹 ｾｷ ﾅｵｷ 那覇市  2:18:00

279 3429 金城 博貴 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 今帰仁村  2:18:02

280 3435 島袋 宗広 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾑﾈﾋﾛ 沖縄市  2:18:05

281 3101 許田 正悟 ｷﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 名護市  2:18:26

282 3328 渋谷 雄大 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 浦添市  2:18:27

283 3526 荻堂 圭太 ｵｷﾞﾄﾞｳ ｹｲﾀ 宜野湾市  2:19:01

284 3175 玉代勢 達也 ﾀﾏﾖｾ ﾀﾂﾔ 那覇市  2:19:05

285 3266 佐藤 友也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 愛知県  2:19:49

286 3517 島袋 潤 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝ 沖縄市  2:19:49

287 3130 久場 兼太 ｸﾊﾞ ｹﾝﾀ 名護市 リトル会  2:19:53

288 3516 稲村 嘉之 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 名護市  2:20:00

289 3021 島袋 博 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｼ 浦添市  2:20:05

290 3157 吉田 達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 沖縄市  2:20:10

291 3213 玉木 亮也 ﾀﾏｷ ﾘｮｳﾔ 沖縄市  2:20:16

292 3121 原田 圭二郎 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 名護市  2:20:17

293 3360 山入端 茂則 ﾔﾏﾉﾊ ｼｹﾞﾉﾘ 名護市  2:20:20

294 3099 東江 信治 ｱｶﾞﾘｴ ﾉﾌﾞﾊﾙ 宜野湾市 ＴＥＡＭ　ＫＩＤＳ  2:21:00

295 3490 長山 朝彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 名護市  2:21:11

296 3095 儀保 吉弘 ｷﾞﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ 名護市  2:21:32

297 3524 大城 弘志 ｵｵｼﾛ ﾋﾛｼ 南城市  2:21:50

298 3281 直樹 玉城 ﾅｵｷ ﾀﾏｷ 宜野湾市  2:21:50

299 3550 島田 武 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ うるま市  2:21:52

300 3495 上間 弘嗣 ｳｴﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 今帰仁村  2:21:53
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301 3081 宮野 康隆 ﾐﾔﾉ ﾔｽﾀｶ 北谷町  2:22:44

302 3075 早瀬 卓志 ﾊﾔｾ ﾀｶｼ 那覇市  2:22:54

303 3079 仲野 文孝 ﾅｶﾉ ﾌﾐﾀｶ うるま市  2:23:23

304 3038 具志堅 均 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾄｼ 名護市  2:23:27

305 3497 仲宗根 嘉広 ﾅｶｿﾈ ﾖｼﾋﾛ 名護市  2:23:29

306 3473 津野 和己 ﾂﾉ ｶｽﾞﾐ 那覇市  2:23:36

307 3305 具志堅 全也 ｸﾞｼｹﾝ ｾﾞﾝﾔ 伊江村  2:23:39

308 3355 石橋 宏路 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐﾁ 那覇市  2:23:43

309 3304 名嘉山 卓 ﾅｶﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 金武町  2:23:51

310 3017 岸本 永幸 ｷｼﾓﾄ ｴｲｺｳ 名護市  2:23:51

311 3181 金城 裕也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 名護市  2:23:58

312 3482 高良 亮 ﾀｶﾗ ﾘｮｳ 那覇市  2:24:11

313 3284 村中 健一 ﾑﾗﾅｶ ｹﾝｲﾁ 那覇市  2:24:44

314 3080 仲野 紀雄 ﾅｶﾉ ﾉﾘｵ うるま市  2:24:56

315 3136 仲宗根 雅浩 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾋﾛ 名護市  2:24:59

316 3505 渡嘉敷 真寿 ﾄｶｼｷ ﾏｻﾄｼ 糸満市  2:25:17

317 3501 ﾌﾟﾘｽｶ ｼﾞｪｰﾑｽ ﾌﾟﾘｽｶ ｼﾞｪｰﾑｽ 沖縄市  2:25:34

318 3493 金城 真悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｺﾞ 名護市  2:25:40

319 3285 新垣 輝一 ｱﾗｶｷ ﾃﾙｶｽﾞ 八重瀬町  2:25:43

320 3195 山形 健士 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｹｼ 那覇市  2:25:43

321 3317 渡邉 章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 兵庫県  2:25:46

322 3031 運天 浩 ｳﾝﾃﾝ ﾋﾛｼ 那覇市  2:25:50

323 3123 金城 昭彦 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾋｺ 今帰仁村  2:26:00

324 3356 比田勝 俊佑 ﾋﾀｶﾂ ﾄｼﾋﾛ 那覇市  2:26:29

325 3343 石黒 千廣 ｲｼｸﾞﾛ ﾁﾋﾛ 名護市  2:26:51

326 3286 伊集院 智彦 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾄﾓﾋｺ 那覇市  2:27:11

327 3363 福田 慎 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 糸満市 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:27:22

328 3543 吉永 一馬 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 千葉県  2:28:01

329 3350 Robert Soden Robert Soden  2:28:02

330 3192 伊波 善彦 ｲﾊ ﾖｼﾋｺ 名護市  2:28:08

331 3169 山田 義幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 八重瀬町  2:28:21

332 3279 大城 盛智 ｵｵｼﾛ ﾓﾘﾄﾓ 沖縄市  2:28:27

333 3538 Blythe Joshua ﾌﾞﾗｲｽ ｼﾞｬｼｭｱ 名護市  2:28:45

334 3487 Obengduro Mark ｵﾍﾞﾝｸﾞﾄﾞﾛ ﾏｰｸ 北中城村  2:28:46

335 3289 新城 元嗣 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾓﾄﾂｸﾞ 名護市  2:28:50

336 3470 比嘉 優 ﾋｶﾞ ﾕｳ 南風原町  2:29:01

337 3025 須永 泰道 ｽﾅｶﾞ ﾔｽﾐﾁ 名護市  2:29:25

338 3354 達 和人 ﾀﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 浦添市  2:30:01

339 3518 照沼 勇児 ﾃﾙﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 名護市  2:30:03

340 3488 日高 彰彦 ﾋﾀﾞｶ ｱｷﾋｺ 名護市  2:30:13

341 3469 比嘉 厚 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 名護市  2:30:29

342 3417 真境名 健 ﾏｼﾞｷﾅ ﾀｹｼ 浦添市  2:31:11

343 3472 照屋 隆次 ﾃﾙﾔ ﾘｭｳｼﾞ 名護市  2:31:49

344 3326 比嘉 勝一郎 ﾋｶﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 浦添市  2:31:55

345 3118 高山 聖平 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 名護市  2:31:56

346 3314 比嘉 敦 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 沖縄市  2:31:58

347 3551 藤本 和也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 浦添市  2:32:04

348 3546 伊波 祐 ｲﾊ ﾀｽｸ 沖縄市  2:32:05

349 3078 仲里 定信 ﾅｶｻﾞﾄ ﾃｲｼﾝ うるま市  2:32:09

350 3019 宮里 辰宏 ﾐﾔｻﾄ ﾀﾂﾋﾛ 名護市 ｔｅａｍひなっち  2:32:31

ハーフ　３０代男子
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351 3511 前川 孝之 ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾕｷ 名護市  2:32:33

352 3365 星野 新 ﾎｼﾉ ｱﾗﾀ 那覇市 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:32:55

353 3422 金城 光友 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾄﾓ 南風原町  2:33:14

354 3194 比嘉 雄大 ﾋｶﾞ ﾕｳﾀ 名護市  2:33:45

355 3106 普天間 直哉 ﾌﾃﾝﾏ ﾅｵﾔ 南城市  2:33:47

356 3287 又吉 潤 ﾏﾀﾖｼ ｼﾞｭﾝ 名護市  2:33:55

357 3325 名渡山 愛久 ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 那覇市  2:34:16

358 3137 上原 圭太郎 ｳｴﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ うるま市  2:34:20

359 3454 矢ヶ崎 俊彦 ﾔｶﾞｻｷ ﾄｼﾋｺ 読谷村  2:34:25

360 3206 大城 勇樹 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 伊江村  2:35:48

361 3321 千葉 充 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 那覇市  2:35:56

362 3232 小室 剛司 ｺﾑﾛ ﾀｹｼ 那覇市  2:36:17

363 3280 宮里 直英 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾅｵﾋﾃﾞ 沖縄市  2:36:24

364 3444 赤嶺 隆 ｱｶﾐﾈ ﾀｶｼ 南風原町  2:36:40

365 3112 知念 竜馬 ﾁﾈﾝ ﾘｭｳﾏ 伊江村  2:36:43

366 3020 赤嶺 徳郎 ｱｶﾐﾈ ﾉﾘｵ 那覇市  2:37:02

367 3129 玉城 武 ﾀﾏｷ ﾀｹｼ 名護市 リトル会  2:37:09

368 3306 川原 大輔 ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県  2:37:21

369 3390 櫻井 幹樹 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 読谷村  2:37:34

370 3273 小松 弘毅 ｺﾏﾂ ｺｳｷ 愛知県  2:38:05

371 3026 与那城 圭 ﾖﾅｼﾛ ｹｲ 名護市  2:38:24

372 3386 古堅 宗治 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾑﾈﾊﾙ 久米島町  2:38:27

373 3520 仲井間 祐作 ﾅｶｲﾏ ﾕｳｻｸ 名護市  2:38:55

374 3207 大兼久 典良 ｵｵｶﾞﾈｸ ﾉﾘﾖｼ 伊江村  2:39:17

375 3042 福地 康太 ﾌｸﾁ ｺｳﾀ 名護市  2:39:39

376 3272 多田 義政 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 千葉県  2:40:07

377 3141 名護 淳 ﾅｺﾞ ｱﾂｼ 浦添市  2:40:27

378 3475 島袋 崇也須 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾑﾈﾔｽ 名護市 パーラーあるぷす  2:40:58

379 3085 多宇 正登 ﾀｳ ﾏｻﾄ 名護市  2:41:00

380 3205 徳村 政一郎 ﾄｸﾑﾗ ﾏｻｲﾁﾛｳ 那覇市  2:41:13

381 3151 島元 祐太 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 糸満市 保育士  2:41:16

382 3088 城間 秀尚 ｼﾛﾏ ﾋﾃﾞﾅｵ 那覇市  2:41:25

383 3113 真栄城 玄太 ﾏｴｼﾛ ｹﾞﾝﾀ 沖縄市  2:41:34

384 3479 宮城 悟 ﾐﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 名護市  2:41:41

385 3045 岸本 千尋 ｷｼﾓﾄ ﾁﾋﾛ 名護市  2:41:47

386 3425 相田 隆行 ｱｲﾀ ﾀｶﾕｷ 山形県  2:41:47

387 3230 喜瀬 英人 ｷｾ ﾋﾃﾞﾄ 名護市  2:42:15

388 3028 仲里 晋 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝ 名護市  2:43:21

389 3337 大城 春樹 ｵｵｼﾛ ﾊﾙｷ 金武町  2:43:25

390 3185 李 慶恩 ﾘ ｹｲｵﾝ 豊見城市  2:43:53

391 3182 ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ 名護市  2:44:08

392 3499 川満 亮輔 ｶﾜﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ 今帰仁村  2:44:10

393 3297 新川 優 ｱﾗｶﾜ ﾕｳ 沖縄市  2:44:17

394 3214 上田 敏智 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾄﾓ 名護市  2:44:20

395 3041 崎山 喜文 ｻｷﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 名護市  2:45:21

396 3481 渡久地 樹 ﾄｸﾞﾁ ｲﾂｷ 名護市  2:45:59

397 3190 金城 佳邦 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖｼｸﾆ 名護市 荻堂組  2:45:59

398 3146 與那嶺 将 ﾖﾅﾐﾈ ｼｮｳ 本部町  2:46:29

399 3372 小島 将裕 ｵｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 那覇市  2:47:08

400 3034 當山 智 ﾄｳﾔﾏ ｻﾄｼ 名護市  2:47:46
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401 3366 國吉 真仁 ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾋﾄ 名護市  2:48:59

402 3043 本村 誠敏 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 宜野湾市  2:48:59

403 3411 安仁屋 政芸 ｱﾆﾔ ﾏｻｷ 那覇市  2:49:19

404 3540 高江洲 将 ﾀｶｴｽ ｼｮｳ 沖縄市 仲里畳店  2:50:22

405 3535 平木 幹啓 ﾋﾗｷ ﾐｷﾋﾛ 浦添市  2:51:03

406 3307 須崎 慎一 ｽｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 那覇市  2:51:35

407 3221 川満 忍 ｶﾜﾐﾂ ｼﾉﾌﾞ 豊見城市  2:51:42

408 3241 砂川 敦 ｽﾅｶﾜ ｱﾂｼ 那覇市  2:51:43

409 3160 荻堂 盛辰 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾓﾘﾀﾂ 名護市  2:51:56

410 3132 仲地 健哉 ﾅｶﾁ ﾀｹﾔ 名護市 リトル会  2:52:43

411 3296 名嘉 一史 ﾅｶ ｶｽﾞﾌﾐ 名護市  2:53:22

412 3155 安里 博文 ｱｻﾄ ﾋﾛﾌﾐ 宜野湾市  2:54:35
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