
　ハーフ　６０代男子

順位 ナンバー 氏名 カナ 市町村 所属 タイム

1 6128 玉城 寿男 ﾀﾏｼﾛ ﾄｼｵ 糸満市  1:36:27

2 6102 砂川 恵三 ｽﾅｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ 浦添市  1:37:08

3 6041 伊佐 義邦 ｲｻ ﾖｼｸﾆ うるま市  1:38:07

4 6111 平田 章 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 南風原町 黄金森ランナー  1:39:10

5 6060 矢野 泰治 ﾔﾉ ﾔｽｼﾞ 浦添市  1:39:18

6 6110 備瀬 幸一 ﾋﾞｾ ｺｳｲﾁ 本部町  1:40:17

7 6025 宜寿次 政文 ｷﾞｽｼ ﾏｻﾌﾐ 名護市 ときめきＲＵＮクラブ  1:40:49

8 6018 小橋川 正則 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 沖縄市 具志川ランビール  1:42:11

9 6029 長濱 一男 ﾅｶﾞﾊﾏ ｶｽﾞｵ 北谷町  1:44:09

10 6084 赤嶺 彰一 ｱｶﾐﾈ ｱｷｶｽﾞ 南風原町 はりゅう走友会  1:44:45

11 6001 川村 勝 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾙ 北海道 滝川ＢＥＥＲＳ  1:46:09

12 6123 中原 茂美 ﾅｶﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 福岡県  1:46:25

13 6064 備瀬 知弘 ﾋﾞｾ ﾄﾓﾋﾛ 那覇市 首里城走ろう会  1:47:18

14 6131 大久保 進二 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県  1:48:14

15 6011 比嘉 三雄 ﾋｶﾞ ﾐﾂｵ 名護市 ２１世紀の森ＲＵＮクラブ  1:50:09

16 6030 内間 清 ｳﾁﾏ ｷﾖｼ 浦添市  1:50:25

17 6007 宇良 宗光 ｳﾗ ﾑﾈﾐﾂ 読谷村  1:50:37

18 6019 金城 幸廣 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾋﾛ 南風原町  1:52:37

19 6051 山城 保和 ﾔﾏｼﾛ ﾔｽｶｽﾞ 名護市 ときめきクラブ  1:54:00

20 6052 上間 良廣 ｳｴﾏ ﾖｼﾋﾛ 名護市  1:54:13

21 6046 池原 弘光 ｲｹﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ 読谷村  1:54:41

22 6108 仲本 賢市 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 宜野湾市  1:54:58

23 6092 西田 健一 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 鹿児島県 突撃与論献奉隊  1:55:05

24 6075 山下 特幸 ﾔﾏｼﾀ ﾄｸﾕｷ 静岡県 孫４人  1:55:36

25 6136 徳野 雅博 ﾄｸﾉ ﾏｻﾋﾛ 浦添市  1:56:12

26 6086 野里 悟 ﾉｻﾞﾄ ｻﾄﾙ 浦添市  1:56:40

27 6077 新城 克弘 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾋﾛ 名護市  1:57:07

28 6109 長谷川 泰志 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｼ 熊本県  1:58:53

29 6134 松川 隆行 ﾏﾂｶﾜ ﾀｶﾕｷ 大宜味村  1:59:53

30 6072 小橋川 嘉順 ｺﾊﾞｼｶﾜ ｶｼﾞｭﾝ 那覇市  2:00:06

31 6039 八幡 辰良 ﾊﾁﾏﾝ ﾀﾂﾖｼ 豊見城市  2:00:28

32 6106 當山 清 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖｼ 那覇市 な美らんず  2:00:45

33 6036 赤嶺 哲夫 ｱｶﾐﾈ ﾃﾂｵ 八重瀬町 ちむどんどん  2:01:55

34 6096 雲 義明 ｸﾓ ﾖｼｱｷ 滋賀県  2:02:26

35 6104 近藤 保夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 神奈川県  2:02:56

36 6113 新垣 秀範 ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ うるま市  2:03:47

37 6137 河村 和彦 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県 なし  2:04:16

38 6146 稲嶺 進 ｲﾅﾐﾈ ｽｽﾑ 名護市 スリサーサー  2:04:50

39 6026 大城 幸夫 ｵｵｼﾛ ﾕｷｵ 北中城村  2:05:54

40 6002 浦崎 克弘 ｳﾗｻｷ ｶﾂﾋﾛ 宮古島市  2:06:05

41 6124 前原 信一 ﾏｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 宜野湾市  2:06:07

42 6141 仲宗根 重信 ﾅｶｿﾈ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 浦添市  2:06:31

43 6076 田港 朝徳 ﾀﾐﾅﾄ ﾁｮｳﾄｸ 豊見城市 チームハシカワ  2:06:58

44 6021 玉那覇 健三 ﾀﾏﾅﾊ ｹﾝｿﾞｳ うるま市  2:07:25

45 6033 宮城 信之 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 名護市  2:07:58

46 6042 友利 栄 ﾄﾓﾘ ｻｶｴ 那覇市  2:08:18

47 6043 嘉数 仁吉 ｶｶｽﾞ ｼﾞﾝｷﾁ 那覇市  2:08:44

48 6009 大城 將計 ｵｵｼﾛ ﾏｻｶｽﾞ 名護市  2:11:07

49 6008 仲宗根 浩 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛｼ 沖縄市  2:11:28

50 6047 仲里 利一 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼｶｽﾞ うるま市 越来走友会  2:11:37
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51 6127 本村 覚 ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄﾙ 沖縄市  2:11:40

52 6053 宮城 米三 ﾐﾔｷﾞ ﾖﾈｿﾞｳ 国頭村 関友会  2:11:43

53 6050 奥本 弘文 ｵｸﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 名護市  2:11:47

54 6058 平良 国治 ﾀｲﾗ ｸﾆｼﾞ 大宜味村  2:11:55

55 6083 阿嘉 吉彦 ｱｶ ﾖｼﾋｺ うるま市  2:12:03

56 6006 山城 清吉 ﾔﾏｼﾛ ｾｲｷﾁ 名護市  2:12:26

57 6132 比嘉 郁也 ﾋｶﾞ ｲｸﾔ 読谷村  2:12:33

58 6059 山城 誠春 ﾔﾏｼﾛ ｾｲﾊﾙ 宜野湾市  2:13:47

59 6010 新垣 元 ｱﾗｶｷ ﾊｼﾞﾒ 糸満市 らんさぽ  2:14:28

60 6091 金城 邦弘 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾋﾛ 今帰仁村  2:14:44

61 6054 座間味 真 ｻﾞﾏﾐ ｼﾝ 名護市  2:15:16

62 6133 照屋 朝勝 ﾃﾙﾔ ﾁｮｳｼｮｳ 西原町  2:16:33

63 6023 波平 幸久 ﾅﾐﾋﾗ ﾕｷﾋｻ 糸満市  2:16:44

64 6117 大湾 直治 ｵｵﾜﾝ ﾅｵｼﾞ 読谷村  2:16:59

65 6081 西田 一雄 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ うるま市  2:17:16

66 6143 伊舎堂 弘 ｲｼｬﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 那覇市  2:17:22

67 6016 知念 清治 ﾁﾈﾝ ｷﾖﾊﾙ 名護市  2:18:32

68 6135 宮崎 保雄 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽｵ 糸満市  2:19:21

69 6139 普天間 一夫 ﾌﾃﾝﾏ ｶｽﾞｵ 那覇市  2:21:01

70 6061 渡 俊二 ﾜﾀﾘ ｼｭﾝｼﾞ 名護市  2:21:21

71 6107 久我 秀昭 ｸｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県  2:21:40

72 6027 仲栄真 盛俊 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘﾄｼ 那覇市  2:21:43

73 6070 大城 信光 ｵｵｼﾛ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大宜味村  2:21:48

74 6049 真喜志 康安 ﾏｷｼ ｺｳﾔｽ 名護市  2:21:56

75 6034 宮平 守一 ﾐﾔﾋﾗ ﾓﾘｲﾁ 那覇市 首里城走ろう会  2:22:09

76 6120 馬詰 修 ｳﾏﾂﾞﾒ ｵｻﾑ 那覇市  2:22:30

77 6024 金城 昇 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 西原町  2:22:40

78 6114 当山 安盛 ﾄｳﾔﾏ ﾔｽﾓﾘ 南風原町  2:22:49

79 6048 伊禮 朝宜 ｲﾚｲ ﾄﾓﾖｼ 浦添市  2:22:52

80 6065 大城 孝夫 ｵｵｼﾛ ﾀｶｵ 沖縄市  2:23:17

81 6125 山口 栄春 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼｭﾝ うるま市  2:24:00

82 6101 佐藤 矩行 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 南城市 なし  2:25:23

83 6082 玉城 泰二 ﾀﾏｷ ﾔｽｼﾞ 名護市  2:25:54

84 6144 名渡山 隆 ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 宜野湾市 チーム池原  2:26:06

85 6074 高屋 正行 ﾀｶﾔ ﾏｻﾕｷ うるま市  2:26:23

86 6142 松田 正 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 那覇市  2:26:24

87 6112 伊東 雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 佐賀県  2:26:43

88 6103 橋本 節男 ﾊｼﾓﾄ ｾﾂｵ 千葉県  2:27:05

89 6095 富名腰 朝宏 ﾌﾅｺｼ ﾄﾓﾋﾛ 南城市  2:27:43

90 6045 平良 新吉 ﾀｲﾗ ｼﾝｷﾁ 南風原町  2:27:44

91 6057 藤本 裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ 名護市  2:28:21

92 6063 仲松 和一 ﾅｶﾏﾂ ｶｽﾞｲﾁ 沖縄市  2:28:33

93 6087 大見 勝 ｵｵﾐ ﾏｻﾙ 浦添市 首里城走ろう会  2:28:37

94 6032 仲里 全永 ﾅｶｻﾞﾄ ｾﾞﾝｴｲ 今帰仁村  2:28:42

95 6097 町永 建身 ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀﾃﾐ 鹿児島県  2:29:01

96 6028 下地 邦明 ｼﾓｼﾞ ｸﾆｱｷ 八重瀬町  2:30:14

97 6031 具志堅 正秀 ｸﾞｼｹﾝ ﾏｻﾋﾃﾞ 八重瀬町  2:30:54

98 6071 大城 潔 ｵｵｼﾛ ｷﾖｼ 豊見城市  2:32:05

99 6035 玉城 一男 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｵ 宜野座村  2:32:26

100 6126 伊波 正順 ｲﾊ ｾｲｼﾞｭﾝ 読谷村  2:33:10
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101 6080 並里 正幸 ﾅﾐｻﾞﾄ ﾏｻﾕｷ 名護市  2:33:13

102 6022 仲村渠 正信 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 南風原町  2:33:30

103 6015 小橋川 栄立 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ｴｲﾘﾂ 名護市  2:34:02

104 6068 知念 正昇 ﾁﾈﾝ ｾｲｼｮｳ 伊是名村  2:34:36

105 6073 金城 邦弘 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾋﾛ 名護市  2:34:56

106 6056 半澤 洋一 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 那覇市  2:37:00

107 6014 仲本 兼弘 ﾅｶﾓﾄ ｶﾈﾋﾛ 名護市  2:37:23

108 6044 鈴木 嘉樹 ｽｽﾞｷ ﾖｼｷ 名護市  2:39:11

109 6090 吉永 安徳 ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾝﾄｸ 浦添市  2:41:52

110 6099 吉川 邦昭 ﾖｼｶﾜ ｸﾆｱｷ 愛知県  2:42:19

111 6012 米須 幸一 ｺﾒｽ ｺｳｲﾁ 沖縄市  2:42:41

112 6005 島袋 清榮 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｾｲｴｲ うるま市  2:43:40

113 6055 座間味 宗繁 ｻﾞﾏﾐ ｿｳﾊﾝ 南風原町  2:44:27

114 6140 古川 昭和 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾙｶｽﾞ 浦添市 八光流柔術沖縄遊技塾  2:44:43

115 6088 大城 孝太郎 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ 八重瀬町  2:46:42

116 6037 眞榮城 玄志 ﾏｴｼﾛ ｹﾞﾝｼ 沖縄市  2:47:09

117 6079 仲松 高志 ﾅｶﾏﾂ ﾀｶｼ 沖縄市  2:50:33

118 6004 島袋 良秀 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼﾋﾃﾞ うるま市  2:50:47


