
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 4027 末松 隆二 ｽｴﾏﾂ ﾘｭｳｼﾞ 名護市 沖縄愛楽園  1:16:11
2 4077 仲井間 憲彦 ﾅｶｲﾏ ﾉﾘﾋｺ 名護市  1:19:06
3 4035 下田 登志光 ｼﾓﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 沖縄市 沖縄電力（株）  1:19:13
4 4164 佐喜真 忠 ｻｷﾏ ﾀﾀﾞｼ 宜野湾市 キヤノン  1:21:01
5 4031 宮平 淳二 ﾐﾔﾋﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 名護市  1:22:08
6 4137 篠崎 和雄 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 栃木県  1:23:02
7 4211 玉城 学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ 宜野湾市 ゆうちょ銀行  1:25:20
8 4307 Stephen Armes Stephen Armes  1:25:34
9 4023 才野 永之 ｻｲﾉ ﾅｶﾞﾕｷ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ  1:26:06

10 4096 座喜味 史郎 ｻﾞｷﾐ ｼﾛｳ うるま市 みらい走友会  1:26:35
11 4049 玉栄 治 ﾀﾏｴ ｵｻﾑ 北中城村  1:26:54
12 4216 宮城 雄一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 那覇市  1:27:49
13 4227 佐喜眞 秀輝 ｻｷﾏ ﾋﾃﾞｷ 宜野湾市 ゆうわ保育園  1:28:33
14 4071 比嘉 直也 ﾋｶﾞ ﾅｵﾔ 北中城村  1:28:37
15 4039 長嶺 佳範 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ 那覇市  1:29:46
16 4265 小浜 直哉 ｺﾊﾏ ﾅｵﾔ 宜野湾市 チームモリンガ  1:30:01
17 4101 吉村 文長 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ 熊本県 菊南病院ＲＣ  1:30:02
18 4290 仲村渠 常一 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾂﾈｶｽﾞ 与那原町  1:30:17
19 4253 山本 慈朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 千葉県  1:30:39
20 4122 平田 肇 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ うるま市  1:30:54
21 4289 岸本 豊 ｷｼﾓﾄ ﾕﾀｶ 伊江村  1:31:22
22 4070 新垣 忠男 ｱﾗｶｷ ﾀﾀﾞｵ 南風原町 真和志高校１３期  1:31:42
23 4245 玉城 全得 ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾄｸ 浦添市 浦添消防  1:31:44
24 4323 Alfonza Willis Alfonza Willis  1:32:48
25 4163 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 栃木県 足利ヤクザイル  1:33:36
26 4079 新垣 政樹 ｱﾗｶｷ ﾏｻｷ 那覇市 首里城走ろう会  1:33:48
27 4110 出村 当里 ﾃﾞﾑﾗ ﾄｳｻﾄ 鹿児島県  1:33:51
28 4236 山城 尚 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 読谷村  1:34:08
29 4228 新立 拓哉 ｼﾝﾀﾞﾃ ﾀｸﾔ 豊見城市  1:34:17
30 4172 池田 弘一 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都  1:34:34
31 4244 塩本 幸広 ｼｵﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ うるま市  1:34:43
32 4213 新垣 剛 ｱﾗｶｷ ﾂﾖｼ 宜野湾市  1:35:08
33 4111 金城 敦 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 浦添市 浦添ピンキリランナーズ  1:35:26
34 4135 天野 正己 ｱﾏﾉ ﾏｻﾐ 沖縄市 平田走友会  1:35:40
35 4029 我喜屋 球一 ｶﾞｷﾔ ｷｭｳｲﾁ 那覇市 首里城走ろう会  1:36:04
36 4012 仲間 秀貴 ﾅｶﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 名護市  1:36:06
37 4024 比嘉 克章 ﾋｶﾞ ｶﾂﾕｷ 名護市  1:36:20
38 4106 島袋 秀幸 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 糸満市  1:36:29
39 4114 篠崎 冠 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 那覇市  1:37:32
40 4123 高江洲 昌幸 ﾀｶｴｽ ﾏｻﾕｷ 沖縄市  1:37:35
41 4261 又吉 盛和 ﾏﾀﾖｼ ﾓﾘｶｽﾞ 北中城村  1:38:53
42 4150 川中 健太郎 ｶﾜﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 ラッツ  1:39:13
43 4240 川小根 敦 ｶﾜｺﾈ ｱﾂｼ 北谷町 チームクース  1:39:19
44 4008 崎浜 達也 ｻｷﾊﾏ ﾀﾂﾔ うるま市  1:39:24
45 4353 谷治 雅仁 ﾔｼﾞ ﾏｻﾋﾄ 東京都  1:39:37
46 4050 伊波 善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 那覇市  1:39:41
47 4136 越後谷 一夫 ｴﾁｺﾞﾀﾆ ｶｽﾞｵ 大阪府  1:40:12
48 4151 治良丸 博英 ｼﾞﾛﾏﾙ ﾋﾛﾋﾃﾞ 福岡県  1:40:13
49 4060 崎濱 秀邦 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞｸﾆ 豊見城市  1:41:06
50 4249 倉野 伸治 ｸﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 三重県 済生会松阪病院  1:42:37
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51 4065 友利 幸司 ﾄﾓﾘ ｺｳｼﾞ 宜野湾市  1:42:40
52 4057 比嘉 正 ﾋｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 沖縄市  1:43:03
53 4184 本永 浩之 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 那覇市 チームキッズ  1:43:04
54 4045 稲嶺 盛有 ｲﾅﾐﾈ ｾｲﾕｳ うるま市  1:43:12
55 4331 平良 和則 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市  1:43:13
56 4314 豊平 剛次 ﾄﾖﾋﾗ ｺﾞｳｼﾞ 那覇市 チーム・ゴーヤー  1:43:26
57 4321 Smith Leodis ｽﾐｽ ﾚｵﾃﾞｨｽ  1:43:47
58 4250 会澤 雅夫 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｵ 浦添市  1:44:00
59 4349 金城 和人 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾄ 宜野湾市  1:44:07
60 4107 平良 辰克 ﾀｲﾗ ﾀﾂﾐ 大宜味村  1:44:10
61 4267 Ballard Sha ﾊﾞﾗｰﾄﾞ ｼｪｲ 嘉手納町  1:44:33
62 4309 玉城 佑一郎 ﾀﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 中城村 北部地区医師会病院  1:44:39
63 4053 渡名喜 庸光 ﾄﾅｷ ﾖｳﾐﾂ 沖縄市  1:44:44
64 4007 野原 進 ﾉﾊﾗ ｽｽﾑ 南風原町 ＳＫＭＯＫＡ  1:44:46
65 4093 外間 清彦 ﾎｶﾏ ｷﾖﾋｺ 八重瀬町  1:45:02
66 4156 饒波 正知 ﾉﾊ ﾏｻﾄﾓ 国頭村  1:45:08
67 4262 石原 正一 ｲｼﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ 宮古島市  1:45:25
68 4143 牧志 倫 ﾏｷｼ ﾋﾄｼ 宜野湾市  1:45:49
69 4342 当真 純司 ﾄｳﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浦添市  1:46:08
70 4036 松田 尚 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｼ 名護市  1:46:14
71 4152 萩尾 良一 ﾊｷﾞｵ ﾘｮｳｲﾁ 京都府  1:46:41
72 4268 呉屋 隆 ｺﾞﾔ ﾀｶｼ 浦添市  1:46:42
73 4034 島袋 進 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｽｽﾑ 浦添市  1:46:50
74 4264 喜屋武 仁 ｷｬﾝ ﾋﾄｼ 北中城村  1:47:03
75 4009 大川 正彦 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾋｺ 宜野湾市  1:47:27
76 4218 井上 英将 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾏｻ 南風原町  1:47:53
77 4306 西川 知秀 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 兵庫県  1:48:13
78 4108 具志堅 徳明 ｸﾞｼｹﾝ ﾄｸﾒｲ うるま市  1:48:42
79 4337 Magcale Marvin Magcale Marvin  1:49:20
80 4134 川上 嘉久 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 鹿児島県  1:49:27
81 4229 我那覇 卓治 ｶﾞﾅﾊ ﾀｸｼﾞ 那覇市  1:49:38
82 4285 宮城 哲也 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾂﾔ 与那原町 チーム　イエロー  1:50:27
83 4242 荒木 宏之 ｱﾗｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 ＳＷＡＣ  1:51:15
84 4354 岸本 崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ 名護市  1:51:37
85 4033 仲松 勇 ﾅｶﾏﾂ ｲｻﾑ 宜野湾市  1:52:04
86 4089 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 那覇市  1:52:09
87 4102 田里 努 ﾀｻﾄ ﾂﾄﾑ 宜野湾市  1:52:21
88 4148 翁長 靖 ｵﾅｶﾞ ﾔｽｼ 名護市  1:52:22
89 4129 比嘉 克仁 ﾋｶﾞ ｶﾂﾋﾄ 名護市  1:52:23
90 4190 岸本 哲夫 ｷｼﾓﾄ ﾃﾂｵ 那覇市  1:52:45
91 4332 久田 友弘 ｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 今帰仁村  1:53:00
92 4157 知花 雅巳 ﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾐ 国頭村  1:53:07
93 4173 浦崎 暁 ｳﾗｻｷ ｻﾄﾙ 糸満市  1:53:13
94 4182 大谷 雅人 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾄ 埼玉県  1:53:19
95 4016 末吉 衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ うるま市  1:53:39
96 4141 石津 豪一 ｲｼﾂﾞ ｺﾞｳｲﾁ 北谷町 アミノ沖縄  1:53:52
97 4166 齊藤 一典 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都  1:54:03
98 4223 与那覇 恒 ﾖﾅﾊ ﾋｻｼ 浦添市  1:54:11
99 4092 仲村 貢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｸﾞ 名護市  1:54:18

100 4266 宮里 光彦 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾐﾂﾋｺ 糸満市 あぐり  1:54:30

ハーフ　４０代男子



順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

101 4241 比嘉 幸文 ﾋｶﾞ ﾕｷﾌﾐ 名護市  1:54:38
102 4346 高良 周児 ﾀｶﾗ ｼｭｳｼﾞ 那覇市  1:54:48
103 4226 清水 聡 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 大阪府  1:54:53
104 4091 西銘 仁志 ﾆｼﾒ ﾋﾄｼ 名護市  1:54:55
105 4180 渡邉 嘉隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 糸満市  1:54:56
106 4286 山本 薫 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 名護市 名桜大学ＲＣ  1:54:58
107 4068 崎浜 秀之 ｻｷﾊﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 名護市  1:55:06
108 4120 岩永 司 ｲﾜﾅｶﾞ ﾂｶｻ 浦添市 首里城走ろう会  1:55:08
109 4067 太田 剛 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 浦添市  1:55:17
110 4324 梅木 正造 ｳﾒｷ ﾏｻﾅﾘ 那覇市  1:55:26
111 4001 景 博文 ｶｹﾞ ﾋﾛﾌﾐ 名護市  1:55:30
112 4010 野口 勇 ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 那覇市 琉薬走り隊  1:55:33
113 4179 瀬口 和浩 ｾｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 鹿児島県  1:55:39
114 4109 Gomez Rufino ｺﾞﾒｽﾞ ﾙﾌｨﾉ うるま市  1:55:44
115 4299 山根 郷史 ﾔﾏﾈ ｻﾄｼ 浦添市  1:56:20
116 4105 國吉 房也 ｸﾆﾖｼ ﾌｻﾔ 那覇市  1:56:24
117 4058 大城 義揮 ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ 名護市  1:56:30
118 4115 知念 利次 ﾁﾈﾝ ﾄｼﾂｸﾞ 伊江村  1:57:00
119 4279 新井 浩仁 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 北中城村  1:57:00
120 4202 照屋 孝 ﾃﾙﾔ ﾀｶｼ 那覇市  1:57:06
121 4139 中道 典昭 ﾅｶﾐﾁ ﾉﾘｱｷ 兵庫県  1:57:12
122 4217 宇佐美 敦志 ｳｻﾐ ｱﾂｼ 那覇市  1:57:18
123 4335 小畑 真也 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 那覇市 チームヨナ  1:57:21
124 4281 宜間 弘史 ｷﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 那覇市  1:57:32
125 4149 秦野 剛司 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県 塩原橋  1:57:38
126 4174 有光 浩治 ｱﾘﾐﾂ ｺｳｼﾞ 滋賀県 ＣＳＫ琵琶湖  1:58:02
127 4302 中村 孝佳 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 千葉県  1:58:12
128 4183 吉松 和徳 ﾖｼﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県  1:58:13
129 4119 久場 実 ｸﾊﾞ ﾐﾉﾙ 名護市  1:58:23
130 4322 山内 峰臣 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾈｵﾐ 大阪府  1:58:30
131 4118 Edward Medina ｴﾄﾞﾜ-ﾄﾞ ﾒﾃﾞｨﾅ 北中城村 Ａｉｒ　Ｆｏｒｃｅ  1:58:40
132 4296 座安 司 ｻﾞﾔｽ ﾂｶｻ 那覇市 沖縄豚足ＲＣ  1:58:53
133 4272 島袋 徹二 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾃﾂｼﾞ 沖縄市  1:59:04
134 4212 砂川 和博 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 那覇市 ＡＶＲＣ  1:59:20
135 4082 上地 史修 ｳｴﾁ ﾌﾐﾉﾌﾞ 伊是名村  2:00:13
136 4316 川辺 将大 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市  2:00:40
137 4047 崎濱 良二 ｻｷﾊﾏ ﾘｮｳｼﾞ 沖縄市  2:00:44
138 4062 潮平 朝章 ｼｵﾋﾗ ﾄﾓｱｷ 北中城村  2:00:49
139 4161 知念 勇一 ﾁﾈﾝ ﾕｳｲﾁ 那覇市  2:01:08
140 4254 比嘉 隆 ﾋｶﾞ ﾀｶｼ 東京都  2:01:09
141 4017 我那覇 亮司 ｶﾞﾅﾊ ﾘｮｳｼﾞ 那覇市  2:01:12
142 4284 岸本 浩明 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 名護市  2:01:28
143 4278 William Plaza ｳｲﾘｱﾑ ﾌﾟﾗｻﾞ 北中城村  2:01:32
144 4081 嘉陽 宗貴 ｶﾖｳ ﾑﾈﾀｶ 那覇市  2:01:50
145 4048 石川 和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市  2:02:09
146 4046 外間 進 ﾎｶﾏ ｽｽﾑ 那覇市  2:03:18
147 4075 神里 研 ｶﾐｻﾞﾄ ｻﾄｼ 南風原町  2:04:11
148 4214 野原 洋 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 那覇市  2:04:12
149 4181 久保 達也 ｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 南風原町  2:04:20
150 4273 熊谷 徹 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｵﾙ 名護市  2:04:37
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151 4061 知念 宏和 ﾁﾈﾝ ﾋﾛｶｽﾞ 名護市  2:04:47
152 4167 竹田 伸之 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 那覇市  2:04:48
153 4233 飯澤 慎 ｲｲｻﾞﾜ ｼﾝ 東京都  2:04:53
154 4334 大山 哲生 ｵｵﾔﾏ ﾃﾂｵ 那覇市  2:04:56
155 4308 一島 雅士 ｲﾁｼﾞﾏ ﾏｻｼ 名護市  2:05:14
156 4086 上原 一昭 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 那覇市  2:05:26
157 4277 白水 淳 ｼﾛｳｽﾞ ｱﾂｼ 那覇市  2:05:48
158 4155 志喜屋 賢 ｼｷﾔ ｻﾄｼ 沖縄市 ちんすこう  2:06:23
159 4246 与那覇 泰 ﾖﾅﾊ ﾔｽｼ 名護市 チーム山入端  2:06:40
160 4206 仲宗根 賢 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾙ 那覇市  2:06:49
161 4162 下浦 恭文 ｼﾓｳﾗ ﾔｽﾌﾐ 那覇市 エーザイ  2:06:58
162 4282 Weidner Scott ﾜｲﾄﾞﾅｰ ｽｺｯﾄ 那覇市  2:07:41
163 4087 田場 勝敏 ﾀﾊﾞ ｶﾂﾄｼ 名護市  2:07:44
164 4317 長谷川 康行 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ うるま市  2:07:58
165 4310 神田 季治 ｶﾝﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 沖縄市  2:08:03
166 4160 小川 美規 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 東京都  2:08:11
167 4094 仲間 彰寛 ﾅｶﾏ ｱｷﾋﾛ 今帰仁村  2:08:38
168 4247 内田 康一 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 沖縄市 大塚製薬  2:08:40
169 4177 大城 久 ｵｵｼﾛ ﾋｻｼ 浦添市  2:09:16
170 4292 岸本 誠勝 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｶﾂ 名護市  2:09:26
171 4312 蕭 家吉 ｼｮ ｼﾞｬｷﾞ 台湾  2:09:42
172 4097 赤嶺 貞雄 ｱｶﾐﾈ ｻﾀﾞｵ 豊見城市  2:09:53
173 4313 山城 貴史 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶﾌﾐ 伊平屋村  2:10:02
174 4169 熊谷 達也 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 愛知県 無し  2:10:04
175 4132 桂 拓史 ｶﾂﾗ ﾀｸｼﾞ 名護市  2:10:11
176 4304 渡辺 貴之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 名護市  2:10:26
177 4054 仲宗根 義紀 ﾅｶｿﾈ ﾖｼﾉﾘ 名護市  2:12:38
178 4019 大栗 正之 ｵｵｸﾞﾘ ﾏｻﾕｷ 沖縄市  2:12:39
179 4234 池原 盛弘 ｲｹﾊﾗ ﾓﾘﾋﾛ 沖縄市  2:12:51
180 4018 嵩本 盛彦 ﾀｹﾓﾄ ﾓﾘﾋｺ 八重瀬町  2:13:03
181 4042 新垣 聡 ｱﾗｶｷ ｻﾄｼ 糸満市  2:13:05
182 4098 上間 司 ｳｴﾏ ﾂｶｻ 名護市  2:13:08
183 4056 吉野 正美 ﾖｼﾉ ﾏｻﾐ 那覇市  2:13:45
184 4258 宮本 善孝 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 兵庫県  2:13:50
185 4232 上原 真二 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 宜野湾市  2:14:05
186 4275 平山 政明 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｱｷ 名護市  2:14:18
187 4078 山川 一之 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 名護市  2:14:35
188 4280 高良 朋広 ﾀｶﾗ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市  2:14:55
189 4320 山口 大地 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 宜野湾市 琉球大学  2:15:00
190 4153 下東 篤志 ｼﾓﾋｶﾞｼ ｱﾂｼ 那覇市  2:15:03
191 4063 仲間 邦男 ﾅｶﾏ ｸﾆｵ 国頭村  2:15:08
192 4207 奥井 康行 ｵｸｲ ﾔｽﾕｷ 宜野湾市  2:15:25
193 4194 黒 氏 ﾌﾞﾗｯｸ ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ うるま市 ドッズ  2:15:31
194 4208 Scott Elliott Scott Elliott 宜野湾市  2:15:58
195 4330 Eric Ebert Eric Ebert 金武町  2:16:07
196 4326 原永 修作 ﾊﾗﾅｶﾞ ｼｭｳｻｸ 宜野湾市  2:17:03
197 4269 森垣 和重 ﾓﾘｶﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 本部町 ＴＥＡＭちんすこう  2:17:15
198 4341 松川 浩晃 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｱｷ 宜野湾市  2:17:26
199 4186 上原 寛 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 宜野湾市  2:17:33
200 4328 游 明松 ﾕ ﾐ ﾝｿﾝ 台湾  2:17:48
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201 4195 宮城 貴之 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾕｷ 西原町  2:18:06
202 4301 Bloir Mike Bloir Mike  2:18:27
203 4128 宇根 徹 ｳﾈ ﾃﾂ 那覇市  2:18:36
204 4064 狩野 誠 ｶﾉ ﾏｺﾄ 那覇市  2:19:43
205 4028 城間 克也 ｼﾛﾏ ｶﾂﾔ 名護市  2:20:05
206 4154 下山田 和裕 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都  2:20:45
207 4014 崎濱 哲也 ｻｷﾊﾏ ﾃﾂﾔ 名護市  2:20:49
208 4059 伊藝 一 ｲｹﾞｲ ﾊｼﾞﾒ 金武町  2:21:08
209 4004 国吉 俊和 ｸﾆﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ 沖縄市  2:21:14
210 4025 宮城 恵一 ﾐﾔｷﾞ ｹｲｲﾁ 名護市  2:21:26
211 4175 伊藤 宏一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都 第一三共陸上部  2:21:43
212 4200 川満 洋 ｶﾜﾐﾂ ﾋﾛｼ 浦添市  2:21:52
213 4103 大見謝　恒寿 ｵｵﾐｼﾞｬ ﾂﾈﾋｻ 糸満市  2:21:56
214 4055 後山 満 ｳｼﾛﾔﾏ ﾐﾂﾙ 沖縄市 Ｔｅａｍちんすこう  2:22:19
215 4011 親富祖 清憲 ｵﾔﾌｿ ｾｲｹﾝ 那覇市  2:22:51
216 4124 具志堅 全幸 ｸﾞｼｹﾝ ｾﾞﾝｺｳ 浦添市  2:23:00
217 4185 田中 裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県  2:23:03
218 4203 清水 哲 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 南城市  2:23:05
219 4201 砂川 邦弘 ｽﾅｶﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ 那覇市 ㈱ジャンボツアーズ　陸上部  2:23:31
220 4204 石川 節 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 那覇市  2:23:52
221 4343 沈 育漢 ｼﾝ ﾕﾊﾝ 台湾  2:24:06
222 4145 山内 啓 ﾔﾏｳﾁ ｹｲ 愛媛県  2:24:22
223 4287 名嘉 竜男 ﾅｶ ﾀﾂｵ 伊平屋村 チーム伊平屋  2:25:02
224 4038 石川 達治 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｼﾞ うるま市  2:25:03
225 4259 John Peters John Peters 読谷村  2:25:09
226 4339 Oliver Jarad Oliver Jarad  2:25:10
227 4116 Keith Krigger ｷ-ｽ ｸﾘｶﾞ- 北谷町  2:25:16
228 4283 兼城 剛 ｶﾈｼﾛ ﾂﾖｼ 宜野湾市  2:25:36
229 4350 親泊 徹 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ ﾄｵﾙ 西原町  2:26:38
230 4297 仲宗根 健秀 ﾅｶｿﾈ ﾀｹﾋﾃﾞ 宜野湾市  2:27:07
231 4238 村井 浩介 ﾑﾗｲ ｺｳｽｹ 那覇市  2:27:23
232 4191 高里 盛重 ﾀｶｻﾞﾄ ﾓﾘｼｹﾞ 浦添市 モンキッキーズ  2:27:58
233 4325 嵩原 安司 ﾀｹﾊﾗ ﾔｽｼ 本部町  2:28:50
234 4319 玉城 純 ﾀﾏｷ ｼﾞｭﾝ 名護市  2:29:04
235 4037 具志堅 輝夫 ｸﾞｼｹﾝ ﾃﾙｵ 宜野湾市  2:29:18
236 4159 澁谷 英伸 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 浦添市  2:29:44
237 4095 中山 隆 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 名護市  2:30:31
238 4251 田島 敬文 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 那覇市  2:31:17
239 4015 小浜 淳 ｺﾊﾏ ｱﾂｼ 名護市  2:31:40
240 4198 水島 潔 ﾐｽﾞｼﾏ ｷﾖｼ 大阪府  2:32:01
241 4347 宇保 誠 ｳﾎ ﾏｺﾄ 与那原町  2:32:20
242 4121 久高 安博 ｸﾀﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 読谷村  2:32:33
243 4133 山本 寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 名護市 チーム糸金  2:32:46
244 4083 田港 淳 ﾀﾐﾅﾄ ｱﾂｼ 浦添市 森高命チーム  2:32:47
245 4073 吉泉 宇晃 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 福岡県 ＢＨＣ  2:32:48
246 4051 小波津 幹 ｺﾊﾂ ﾂﾖｼ 浦添市  2:33:17
247 4013 末吉 悟 ｽｴﾖｼ ｻﾄﾙ 本部町  2:34:05
248 4113 赤嶺 真一 ｱｶﾐﾈ ｼﾝｲﾁ 那覇市  2:34:06
249 4052 岡田 由紀夫 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｵ 宜野湾市  2:34:14
250 4026 幸地 悟 ｺｳﾁ ｻﾄﾙ 名護市  2:34:38
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251 4030 Pellosma Robert ﾍﾟﾛｽﾏ ﾛﾊﾞ-ﾄ 沖縄市  2:34:52
252 4196 David Nassans David Nassans 沖縄市  2:34:54
253 4022 大城 辰雄 ｵｵｼﾛ ﾀﾂｵ 名護市  2:35:03
254 4044 久高 将宏 ｸﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 沖縄市  2:35:05
255 4158 池添 昭二 ｲｹｿﾞｴ ｼｮｳｼﾞ 名護市  2:35:11
256 4170 山本 圭一 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｲﾁ 神奈川県  2:35:54
257 4168 米田 潮 ﾖﾈﾀﾞ ｳｼｵ 大阪府  2:36:35
258 4069 近藤 達夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｵ 那覇市  2:36:40
259 4348 高田 拓平 ﾀｶﾀ ﾀｸﾍｲ 宜野湾市  2:37:08
260 4041 与那嶺 昇 ﾖﾅﾐﾈ ﾉﾎﾞﾙ うるま市  2:38:06
261 4248 平野 英利 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県  2:38:13
262 4219 比嘉 厚志 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 那覇市  2:38:27
263 4298 仲村 亮 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 名護市  2:38:47
264 4257 羽地 寛哲 ﾊﾈｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 那覇市  2:39:06
265 4276 我那覇 恒 ｶﾞﾅﾊ ﾋｻｼ 宜野湾市  2:40:43
266 4147 玉城 学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ 南風原町  2:41:05
267 4066 吉田 潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浦添市  2:41:15
268 4352 新垣 一大 ｱﾗｶｷ ﾓﾄﾋﾛ 那覇市  2:41:18
269 4252 長坂 信彦 ﾅｶﾞｻｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 浦添市  2:41:22
270 4006 陳 文杰 ﾁﾝ ﾌﾞﾝｹﾂ 宜野湾市  2:41:34
271 4193 下里 幸一 ｼﾓｻﾞﾄ ｺｳｲﾁ 名護市  2:41:40
272 4040 武島 繁晴 ﾀｹｼﾏ ｼｹﾞﾊﾙ 沖縄市  2:42:28
273 4188 今泉 潔 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｷﾖｼ 千葉県 ＶＡＬＳＰＡＲ  2:42:50
274 4209 鈴木 正道 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 愛知県  2:43:00
275 4305 石川 進 ｲｼｶﾜ ｽｽﾑ 那覇市  2:43:06
276 4210 山﨑 実 ﾔﾏｻｷ ﾐﾉﾙ 西原町  2:43:14
277 4329 松崎 義盛 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾓﾘ 沖縄市  2:44:57
278 4344 安井 貴一郎 ﾔｽｲ ｷｲﾁﾛｳ 北谷町  2:45:10
279 4080 森田 学 ﾓﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ 名護市  2:46:08
280 4112 長山 和史 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 名護市  2:47:04
281 4351 中山 貴史 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 名護市  2:47:12
282 4020 豊里 剛 ﾄﾖｻﾄ ﾂﾖｼ 豊見城市  2:48:32
283 4239 徳永 景太 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲﾀ 那覇市  2:49:53
284 4126 金城 恵一 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹｲｲﾁ 南城市  2:50:14
285 4072 上運天 健志 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾀｹｼ うるま市  2:50:19
286 4187 神谷 順 ｶﾐﾔ ｼﾞｭﾝ 西原町  2:50:23
287 4333 今井 宏也 ｲﾏｲ ﾋﾛﾔ 那覇市  2:52:59
288 4263 山城 豊隆 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾖﾀｶ 那覇市  2:53:22
289 4355 山川 秀輝 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 浦添市  2:53:27
290 4085 山中 信孝 ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 沖縄市  2:53:55
291 4021 松田 悟 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 名護市  2:54:47
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