
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

1 5192 三木 康弘 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 糸満市  1:20:49
2 5038 宮城 治 ﾐﾔｷﾞ ｵｻﾑ 沖縄市 チームクース  1:27:19
3 5090 森田 清孝 ﾓﾘﾀ ｾｲｺｳ 北谷町 沖縄明治乳業  1:27:33
4 5005 平田 厚仁 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼﾞﾝ 北中城村  1:29:10
5 5013 宇江城 政博 ｳｴｼﾛ ﾏｻﾋﾛ 宜野湾市 宜野湾陸友会  1:30:48
6 5003 野村 竜希 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浦添市  1:31:01
7 5255 銅谷 賢治 ﾄﾞｰﾔ ｹﾝｼﾞ 恩納村 ＯＩＳＴ  1:32:07
8 5237 平良 道彦 ﾀｲﾗ ﾐﾁﾋｺ 沖縄市 沖縄富士通ＳＥ  1:32:26
9 5167 藤村 泰樹 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔｽｷ 青森県  1:33:41

10 5169 砂川 恵勇 ｽﾅｶﾞﾜ ｹｲﾕｳ 那覇市  1:33:49
11 5208 平良 政吉郎 ﾀｲﾗ ｾｲｷﾁﾛｳ 浦添市  1:34:24
12 5161 本田 幸二 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊江村  1:34:44
13 5051 仲間 徹 ﾅｶﾏ ﾄｵﾙ 那覇市  1:35:27
14 5257 酒井 正美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ うるま市 ジェイペック  1:35:28
15 5104 安村 勝男 ﾔｽﾑﾗ ｶﾂｵ 名護市 ２１世紀の森ランクラブ  1:35:37
16 5187 笹生 依志夫 ｻｿｳ ﾖｼｵ 東京都  1:36:10
17 5158 大城 正次 ｵｵｼﾛ ﾏｻｼﾞ 浦添市  1:36:14
18 5144 金城 毅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 名護市  1:36:35
19 5007 仲泊 兼裕 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ｶﾈﾋﾛ 北中城村  1:38:03
20 5072 島 志信 ｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 宜野湾市  1:38:28
21 5114 照屋 秀司 ﾃﾙﾔ ﾋﾃﾞｼ 名護市 海走会  1:38:44
22 5151 棚原 恵徳 ﾀﾅﾊﾗ ｹｲﾄｸ 浦添市  1:38:51
23 5040 比嘉 康雄 ﾋｶﾞ ﾔｽｵ 読谷村 アガペランニングクラブ  1:39:06
24 5124 仲村渠 盛正 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾓﾘﾏｻ 南風原町  1:39:42
25 5091 石田 光之 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 東村  1:40:32
26 5036 佐藤 善次郎 ｻﾄｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 宮崎県  1:40:33
27 5261 喜友名 晃 ｷﾕﾅ ｱｷﾗ 読谷村  1:41:07
28 5009 島尻 慧 ｼﾏｼﾞﾘ ｻﾄｼ 宜野湾市  1:41:35
29 5023 大塚 和生 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｵ 那覇市 ＡＶＲＣ　ｉｎ沖縄  1:42:38
30 5082 津波古 充憲 ﾂﾊｺ ﾐﾂﾉﾘ 南風原町  1:42:45
31 5084 高良 清次 ﾀｶﾗ ｷﾖｼﾞ 宜野湾市 浦添ピンキリランナーズ  1:43:07
32 5238 下野 光司 ｼﾓﾉ ｺｳｼﾞ 大阪府  1:43:20
33 5113 上江洲 登 ｳｴｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ 那覇市  1:43:50
34 5094 高里 盛淳 ﾀｶｻﾞﾄ ｾｲｼﾞｭﾝ 名護市 ときめきＣＵＬＢ  1:43:57
35 5108 天願 敦 ﾃﾝｶﾞﾝ ｱﾂｼ うるま市  1:44:05
36 5063 小倉 壮一 ｵｸﾞﾗ ｿｳｲﾁ 沖縄市 沖縄マスターズ  1:44:27
37 5087 島田 豊 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ うるま市  1:44:32
38 5095 砂川 昌俊 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 宜野湾市  1:45:13
39 5258 野口 三良 ﾉｸﾞﾁ ｻﾌﾞﾛｳ 名護市  1:45:23
40 5015 井生 哲男 ｲｵ ﾃﾂｵ 那覇市 ＡＶＲＣ  1:45:25
41 5181 吉岡 由夫 ﾖｼｵｶ ﾖｼｵ 埼玉県  1:46:21
42 5120 普久原 朝泰 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾔｽ 沖縄市  1:46:59
43 5217 平良 孝一 ﾀｲﾗ ｺｳｲﾁ 金武町  1:47:11
44 5020 仲本 満 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 今帰仁村  1:47:28
45 5157 上間 直 ｳｴﾏ ﾀﾀﾞｼ 那覇市  1:47:31
46 5031 仲村 昌司 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼﾞ 名護市  1:48:18
47 5178 井口 智 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ 中城村  1:48:38
48 5088 上里 雅英 ｳｴｻﾞﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 豊見城市  1:48:41
49 5166 湊 好男 ﾐﾅﾄ ﾖｼｵ 北谷町  1:48:51
50 5050 伊波 清治 ｲﾊ ｾｲｼﾞ うるま市  1:49:19
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51 5204 松本 英明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 宜野湾市  1:49:22
52 5130 平良 勝 ﾀｲﾗ ﾏｻﾙ うるま市  1:49:45
53 5221 城間 和巳 ｼﾛﾏ ｶｽﾞﾐ 名護市  1:50:01
54 5199 伊地知 亮二 ｲｼﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ うるま市  1:50:12
55 5010 東江 久雄 ｱｶﾞﾘｴ ﾋｻｵ 読谷村 読谷陸上愛好会  1:51:35
56 5001 瀬野 正雄 ｾﾉ ﾏｻｵ 北海道 滝川ビアーズ  1:51:39
57 5085 金城 盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 名護市  1:52:18
58 5152 知花 賢孝 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｺｳ 西原町  1:52:31
59 5011 新屋 茂則 ｼﾝﾔ ｼｹﾞﾉﾘ 糸満市 らん．さぽ  1:52:47
60 5092 岸本 恵儀 ｷｼﾓﾄ ｹｲｷﾞ 名護市  1:52:50
61 5121 島袋 達三 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾂﾐ 南城市  1:54:20
62 5142 宮原 弘 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛｼ 名護市 名護ＢＥＥＲＳ  1:54:27
63 5235 具志 恒則 ｸﾞｼ ﾂﾈﾉﾘ 那覇市  1:54:34
64 5016 山内 明光 ﾔﾏｳﾁ ｱｹﾐﾂ 読谷村 読谷陸上愛好会  1:54:41
65 5231 山之内 優 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏｻﾙ 那覇市  1:55:11
66 5259 伊礼 重則 ｲﾚｲ ｼｹﾞﾉﾘ 南風原町  1:55:47
67 5129 喜屋武 良孝 ｷｬﾝ ﾖｼﾀｶ 今帰仁村  1:55:50
68 5097 玉城 正勝 ﾀﾏｷ ﾏｻｶﾂ 八重瀬町  1:55:58
69 5200 比嘉 勝 ﾋｶﾞ ﾏｻﾙ 浦添市  1:55:59
70 5032 藤元 高徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 名護市  1:56:00
71 5226 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 那覇市  1:56:04
72 5168 妹尾 章正 ｾﾉｵ ｱｷﾏｻ 福岡県 ＦＣランナーズ  1:56:09
73 5222 知念 完明 ﾁﾈﾝ ｶﾝﾒｲ 嘉手納町  1:56:53
74 5164 関 芳美 ｾｷ ﾖｼﾐ 神奈川県 横浜港南台  1:56:54
75 5184 山田 修三 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 糸満市  1:56:57
76 5183 伊藤 智文 ｲﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ 北海道  1:57:22
77 5106 久田 明史 ｸﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 浦添市  1:57:36
78 5179 谷口 和司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ 千葉県 浦安スポーツカ  1:57:47
79 5156 島袋 聡 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾄｼ 名護市  1:58:07
80 5154 伊禮 克 ｲﾚｲ ｶﾂ うるま市  1:58:14
81 5264 仲松 康 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽｼ 中城村  1:58:17
82 5035 中村 彦次 ﾅｶﾑﾗ ﾋｺｼﾞ 名護市  1:58:20
83 5230 藤木 敏之 ﾌｼﾞｷ ﾄｼﾕｷ 大阪府  1:58:33
84 5146 後原 保光 ｱﾄﾊﾗ ﾔｽﾐﾂ 西原町 ハートライフランナーズ  1:58:52
85 5234 宮城 武真 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹﾏｻ 豊見城市  1:59:04
86 5197 平 政幸 ﾀｲﾗ ﾏｻﾕｷ うるま市 Ｊ－ＰＯＷＥＲ  1:59:22
87 5140 大湾 政吉 ｵｵﾜﾝ ﾏｻﾖｼ 南城市  1:59:46
88 5099 宮里 守 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾏﾓﾙ 国頭村  2:01:11
89 5141 金城 徳夫 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘｵ 恩納村  2:01:14
90 5236 梶原 勝弘 ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾋﾛ 那覇市  2:01:48
91 5228 翁長 研一 ｵﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 那覇市  2:02:06
92 5077 岸本 克也 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾔ 名護市 名護ＢＥＥＲＳ  2:02:17
93 5202 佐藤 靖男 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 宜野湾市  2:02:44
94 5207 高橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 那覇市  2:03:15
95 5206 斎藤 隆行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ うるま市  2:03:24
96 5045 宮城 健 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹｼ 糸満市  2:03:26
97 5055 山城 一也 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞﾔ 今帰仁村  2:03:43
98 5065 山城 永徳 ﾔﾏｼﾛ ｴｲﾄｸ 浦添市  2:03:44
99 5029 宮城 敏 ﾐﾔｷﾞ ﾊﾔｼﾞ 名護市  2:03:59

100 5224 三宅 敏 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 兵庫県  2:04:48

ハーフ　５０代男子



順位 ナンバー 氏名 フリガナ 市町村 所属 タイム

101 5093 石嶺 康政 ｲｼﾐﾈ ﾔｽﾏｻ 名護市  2:04:50
102 5105 後瀬 伸樹 ﾉﾁｾ ﾉﾌﾞｷ 豊見城市  2:04:50
103 5172 江崎 勲夫 ｴｻﾞｷ ｲｻｵ 北海道  2:04:58
104 5111 今川 誠一 ｲﾏｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 福岡県  2:05:01
105 5069 平良 肇 ﾀｲﾗ ﾊｼﾞﾑ 名護市  2:05:10
106 5190 三栖 登 ﾐｽ ﾉﾎﾞﾙ 那覇市  2:05:26
107 5265 兼島 透 ｶﾈｼﾏ ﾄｵﾙ 那覇市  2:05:36
108 5041 新城 良得 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾄｸ 宜野湾市  2:05:42
109 5060 奥濱 眞功 ｵｸﾊﾏ ｼﾝｺｳ 名護市  2:05:46
110 5205 安次嶺 政美 ｱｼﾐﾈ ﾏｻﾐ 西原町  2:06:08
111 5139 上間 吉克 ｳｴﾏ ﾖｼｶﾂ 今帰仁村  2:06:37
112 5263 知念 照二 ﾁﾈﾝ ｼｮｳｼﾞ 南風原町  2:06:42
113 5155 高良 善彦 ﾀｶﾗ ﾖｼﾋｺ 名護市  2:07:06
114 5083 津波 悟 ﾂﾊ ｻﾄﾙ 南城市  2:07:09
115 5089 小嶺 和紀 ｺﾐﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 浦添市  2:07:50
116 5110 山口 松美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾂﾐ 名護市  2:08:15
117 5054 松田 繁 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 読谷村  2:08:31
118 5218 川口 美好 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾖｼ うるま市  2:08:47
119 5241 早澤 照一 ﾊﾔｻﾜ ﾃﾙｶｽﾞ 大阪府  2:09:03
120 5086 石垣 克夫 ｲｼｶﾞｷ ｶﾂｵ 浦添市  2:10:12
121 5138 玉城 洋 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ 那覇市  2:10:20
122 5034 仲嶺 勝也 ﾅｶﾐﾈ ｶﾂﾔ 浦添市  2:10:24
123 5170 下大薗 昭朗 ｼﾓｵｵｿﾞﾉ ｱｷﾛｳ 鹿児島県  2:10:33
124 5056 宮里 健太郎 ﾐﾔｻﾞﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 浦添市  2:10:38
125 5004 城間 祥一郎 ｼﾛﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 浦添市  2:10:56
126 5107 宮城 秀男 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 名護市  2:11:01
127 5024 比嘉 京治 ﾋｶﾞ ｹｲｼﾞ 名護市  2:12:05
128 5188 山口 徳誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｸｾｲ 豊見城市  2:12:19
129 5250 渡慶次 克紀 ﾄｹｼ ｶﾂﾉﾘ 那覇市  2:12:34
130 5073 下地 勝彦 ｼﾓｼﾞ ｶﾂﾋｺ 沖縄市  2:13:08
131 5254 當山 清富 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾄﾐ 沖縄市  2:13:34
132 5112 小柳 伸郷 ｺﾔﾅｷﾞ ｼﾝｺﾞｳ 糸満市  2:13:53
133 5189 城間 悟 ｼﾛﾏ ｻﾄﾙ 那覇市  2:14:02
134 5102 加島 正行 ｶｼﾏ ﾏｻﾐﾁ 糸満市  2:14:16
135 5173 原田 和義 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 那覇市 中外製薬  2:15:18
136 5185 西村 幸司 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 那覇市  2:15:39
137 5227 植田 啓市 ｳｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 嘉手納町  2:15:45
138 5242 東浜 安邦 ｱﾘﾊﾏ ﾔｽｸﾆ うるま市  2:16:12
139 5165 杉田 直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 東京都 関専１０Ｅ  2:16:19
140 5115 津嘉山 朝豊 ﾂｶﾔﾏ ﾁｮｳﾎｳ 那覇市  2:16:50
141 5126 石原 昌一 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 中城村  2:16:51
142 5125 石原 昌雄 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｵ 中城村 チームごさまる。  2:16:51
143 5048 坂本 文繁 ｻｶﾓﾄ ﾌﾐｼｹﾞ 糸満市  2:16:56
144 5042 前川 守和 ﾏｴｶﾜ ﾓﾘｶｽﾞ 南城市 くがになかま  2:17:11
145 5143 新城 安隆 ｱﾗｼﾛ ﾔｽﾀｶ 豊見城市  2:18:07
146 5137 久手堅 清 ｸﾃﾞｹﾝ ｷﾖｼ 糸満市  2:18:07
147 5074 松本 昇 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 大宜味村  2:18:10
148 5030 東 克次 ｱﾂﾞﾏ ｶﾂｼﾞ 名護市  2:18:17
149 5021 幸地 均 ｺｳﾁ ﾋﾄｼ 那覇市  2:18:20
150 5068 上間 肇 ｳｴﾏ ﾊｼﾞﾒ 名護市  2:18:41
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151 5177 屋良 哲也 ﾔﾗ ﾃﾂﾔ 浦添市  2:18:52
152 5180 玉那覇 博志 ﾀﾏﾅﾊ ﾋﾛｼ 浦添市  2:19:46
153 5243 児玉 伊佐雄 ｺﾀﾞﾏ ｲｻｵ 鹿児島県  2:19:48
154 5123 島袋 一史 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾌﾐ 名護市  2:19:51
155 5213 平良 光徳 ﾀｲﾗ ﾐﾂﾉﾘ うるま市  2:20:21
156 5210 田中 博彰 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 沖縄市  2:20:46
157 5133 金城 邦宏 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾋﾛ 糸満市  2:20:52
158 5006 稲吉 伸博 ｲﾅﾖｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 那覇市  2:21:14
159 5240 濱口 寿夫 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋｻｵ 那覇市  2:21:20
160 5070 祖慶 勲 ｿｹｲ ｲｻｵ 那覇市  2:22:06
161 5232 伊佐 嘉巳 ｲｻ ﾖｼﾐ 北谷町  2:22:30
162 5039 城間 修 ｼﾛﾏ ｵｻﾑ 八重瀬町  2:22:34
163 5049 上地 武昭 ｳｴﾁ ﾀｹｱｷ 読谷村  2:23:13
164 5061 糸満 盛司 ｲﾄﾏﾝ ｾｲｼﾞ 国頭村 ＯＢＲ４８  2:23:15
165 5253 久野 隆 ｸﾉ ﾀｶｼ 埼玉県  2:23:30
166 5008 﨑村 正清 ｻｷﾑﾗ ﾏｻｷﾖ 浦添市  2:23:32
167 5245 上原 篤志 ｳｴﾊﾗ ｱﾂｼ 那覇市  2:23:33
168 5212 吉満 光徳 ﾖｼﾐﾂ ﾐﾂﾉﾘ 浦添市  2:23:36
169 5127 新垣 洋一 ｱﾗｶｷ ﾖｳｲﾁ 浦添市  2:24:08
170 5145 仲本 豊 ﾅｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 与那原町  2:24:41
171 5162 知花 篤 ﾁﾊﾞﾅ ｱﾂｼ 読谷村  2:24:41
172 5244 下里 勝則 ｼﾓｻﾞﾄ ｶﾂﾉﾘ 浦添市  2:26:12
173 5211 仲嶺 文雄 ﾅｶﾐﾈ ﾌﾐｵ 沖縄市  2:26:55
174 5247 渡慶次 正則 ﾄｹｼ ﾏｻﾉﾘ 名護市  2:27:40
175 5150 佐久川 実 ｻｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 宜野湾市  2:27:40
176 5047 崎野 龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県  2:27:55
177 5075 真喜屋 均 ﾏｷﾔ ﾋﾄｼ 南城市 漫湖公園走友会  2:27:58
178 5135 高良 敏秀 ﾀｶﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 八重瀬町 沖縄第一病院  2:28:30
179 5052 新城 和彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾋｺ 名護市  2:29:04
180 5171 榎本 譲治 ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 埼玉県 ＮＡＳ川越  2:29:14
181 5153 金城 浩敏 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄｼ 那覇市  2:29:57
182 5076 玉城 勝司 ﾀﾏｷ ｶﾂｼ 名護市 ２１世紀森ＲＵＮ  2:30:01
183 5058 金城 浩 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宜野湾市  2:30:07
184 5233 志良堂 和明 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 沖縄市  2:30:18
185 5096 川上 明登 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 名護市  2:30:32
186 5109 泉川 寛斉 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾋﾛﾅｵ 浦添市  2:30:57
187 5175 国平 好明 ｸﾆﾋﾗ ﾖｼｱｷ 福岡県  2:31:01
188 5044 上原 貞男 ｳｴﾊﾗ ｻﾀﾞｵ 糸満市  2:31:25
189 5017 玉那覇 通男 ﾀﾏﾅﾊ ﾐﾁｵ 那覇市  2:31:29
190 5078 上原 勇功 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｺｳ 浦添市  2:32:37
191 5193 井上 卓 ｲﾉｳｴ ﾀｸ 西原町  2:33:46
192 5223 山道 研 ﾔﾏﾐﾁ ｹﾝ 金武町  2:34:23
193 5117 知花 武弘 ﾁﾊﾞﾅ ﾀｹﾋﾛ 名護市  2:34:37
194 5119 長屋 昌和 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県  2:35:04
195 5067 島袋 信也 ｼﾏﾌﾞｸ ﾉﾌﾞﾅﾘ 沖縄市  2:35:45
196 5215 藤田 博文 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 金武町  2:36:10
197 5122 神谷 厚志 ｶﾐﾔ ｱﾂﾕｷ 那覇市  2:36:38
198 5002 上原 勝 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾙ 浦添市 伴ネットやいま  2:36:59
199 5132 宮城 直人 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵﾄ 中城村  2:37:20
200 5028 新城 聰 ｼﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 名護市  2:37:23
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201 5246 上原 克己 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾐ 那覇市 ＡＶＲＣおきなわ  2:37:33
202 5219 宮良 真澄 ﾐﾔﾗ ﾏｽﾐ うるま市  2:37:46
203 5019 山城 幸信 ﾔﾏｼﾛ ﾕｷﾉﾌﾞ 南城市  2:38:43
204 5195 古波蔵 保秀 ｺﾊｸﾞﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ 恩納村  2:40:16
205 5252 後藤 成生 ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞｵ 浦添市  2:41:54
206 5134 比嘉 淳 ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 名護市 ジョーダンナーズ  2:41:58
207 5196 知花 弘明 ﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛｱｷ 那覇市  2:43:18
208 5160 本 豊次郎 ﾓﾄ ﾄﾖｼﾞﾛｳ 鹿児島県 ヨロン空港  2:43:20
209 5194 松本 新次 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 長崎県 海自  2:43:51
210 5043 上原 正一 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｲﾁ 糸満市  2:44:56
211 5080 大城 松健 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｹﾝ 名護市  2:45:05
212 5186 近藤 達郎 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 栃木県 足利ヤクザイル  2:45:50
213 5079 永山 清和 ﾅｶﾞﾔﾏ ｷﾖｶｽﾞ 八重瀬町  2:47:12
214 5057 座覇 守弘 ｻﾞﾊ ﾓﾘﾋﾛ 那覇市 よりす５５会  2:48:08
215 5098 嶺井 朗 ﾐﾈｲ ｱｷﾗ 南城市 さしき健走会  2:49:57
216 5100 大城 明 ｵｵｼﾛ ｱｷﾗ 今帰仁村  2:51:48
217 5256 Hashman James ﾊｯｼｭﾏﾝ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 金武町  2:52:20
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