
１０ｋｍ　一般男子の部

順位 ゼッケン 氏名 カナ 市町村 記録
1 1047 喜友名 俊二 ｷﾕﾅ ｼｭﾝｼﾞ うるま市 0:33:32
2 1072 比嘉 茂人 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾄ 名護市 0:39:54
3 1003 親川 翔吾 ｵﾔｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 名護市 0:41:08
4 1183 三上　欣之 ﾐｶﾐ ﾖｼﾕｷ 北谷町 0:41:14
5 1014 比嘉 重和 ﾋｶﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 名護市 0:42:23
6 1173 照屋　友章 ﾃﾙﾔ ﾄﾓｱｷ 本部町 0:42:31
7 1197 嘉陽　宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 沖縄市 0:42:46
8 1140 藤井　廣司 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 京都府 0:42:48
9 1090 嶺井 政人 ﾐﾈｲ ﾏｻﾄ 名護市 0:43:45
10 1089 町田 宗寛 ﾏﾁﾀﾞ ﾑﾈﾋﾄ 南風原町 0:44:14
11 1001 菅沼 翔太 ｽｶﾞﾇﾏ ｼｮｳﾀ 北海道 0:44:20
12 1102 金城 盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 名護市 0:44:30
13 1143 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 那覇市 0:44:44
14 1181 伊藤　史憲 ｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 西原町 0:44:49
15 1138 小園　幸広 ｺｿﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 浦添市 0:46:03
16 1174 Vermehren Paul ﾊﾞﾐﾙﾝ ﾎﾟｰﾙ 那覇市 0:46:34
17 1104 比嘉 昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 名護市 0:48:38
18 1188 久高　将治 ｸﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 名護市 0:48:46
19 1096 田中 守 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 西原町 0:48:50
20 1164 吉田　隆司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 0:49:14
21 1076 玉城 裕樹 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾛｷ 名護市 0:49:17
22 1112 金城 昭彦 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾋｺ 今帰仁村 0:49:46
23 1057 玉城 秀次 ﾀﾏｼﾛ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 名護市 0:50:00
24 1065 玉城 浩二 ﾀﾏｷ ｺｳｼﾞ 名護市 0:50:01
25 1162 仲座　徹実 ﾅｶｻﾞ ﾃﾂﾐ 浦添市 0:51:16
26 1086 伊東 正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 名護市 0:51:25
27 1161 小林　淳一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:51:41
28 1196 Kirt Samson Samson Kirt うるま市 0:51:55
29 1190 伊藤　公貴 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 那覇市 0:52:00
30 1210 入池原　欣季 ｲﾘｲｹﾊﾗ ｷﾝｷ 名護市 0:52:29
31 1068 石平 安則 ｲｼﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ うるま市 0:52:34
32 1081 比嘉 武廣 ﾋｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 浦添市 0:52:42
33 1145 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 千葉県 0:53:17
34 1105 山縣 田 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾞﾝ 中城村 0:53:53
35 1075 金城 豊 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕﾀｶ 本部町 0:54:04
36 1137 山中　利明 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｱｷ 東京都 0:54:18
37 1204 前川　龍太 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾀ 西原町 0:54:20
38 1121 新垣 行康 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾔｽ うるま市 0:54:28
39 1187 儀保　吉弘 ｷﾞﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ 名護市 0:54:38
40 1135 片瀬　亮 ｶﾀｾ ｱｷﾗ 名護市 0:55:15
41 1144 佐々木　博文 ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 0:56:22
42 1013 玉木 健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 名護市 0:56:24
43 1153 丸山　久 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｼ 千葉県 0:56:33
44 1032 新城 政樹 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｷ 名護市 0:56:37
45 1184 栗原　恒雄 ｸﾘﾊﾗ ﾂﾈｵ 浦添市 0:56:43
46 1036 前川 顕造 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｿﾞｳ 名護市 0:56:53
47 1097 渡辺 満典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾉﾘ 岐阜県 0:57:02
48 1107 栗田 近治 ｸﾘﾀ ﾁｶｼﾞ 長野県 0:57:33
49 1149 河津　哲二 ｶﾜﾂﾞ ﾃﾂｼﾞ 兵庫県 0:57:40
50 1180 志良堂　清正 ｼﾗﾄﾞｳ ｷﾖﾏｻ 糸満市 0:57:57
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51 1049 東江 音弥 ｱｶﾞﾘｴ ｵﾄﾔ 名護市 0:57:59
52 1200 親富祖　太昭 ｵﾔﾌｿ ﾋﾛｱｷ 名護市 0:58:13
53 1011 島袋 賢雄 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹﾝﾕｳ 名護市 0:58:27
54 1016 新里 恭史 ｼﾝｻﾞﾄ ﾔｽｼ うるま市 0:58:49
55 1207 浜川　幸也 ﾊﾏｶﾜ ﾕｷﾔ 本部町 0:58:56
56 1067 新城 利治 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾊﾙ 名護市 0:59:21
57 1106 城間 直彦 ｼﾛﾏ ﾅｵﾋｺ 那覇市 0:59:22
58 1142 崎野　龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県 0:59:28
59 1034 前川 純 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 名護市 0:59:50
60 1012 桜井 俊英 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 名護市 1:00:22
61 1125 屋良 清仁 ﾔﾗ ｷﾖﾋﾄ 名護市 1:00:25
62 1046 兼島 恵良 ｶﾈｼﾏ ｹｲﾘｮｳ 豊見城市 1:00:53
63 1148 田中　末男 ﾀﾅｶ ｽｴｵ うるま市 1:01:21
64 1110 金城 康士 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｼ 名護市 1:01:24
65 1041 与那城 宏昭 ﾖﾅｼﾛ ﾋﾛｱｷ 伊江村 1:01:29
66 1064 山城 眞助 ﾔﾏｼﾛ ｼﾝｽｹ うるま市 1:01:43
67 1087 瀬田 和也 ｾﾀ ｶｽﾞﾔ 名護市 1:01:46
68 1191 PARIYAR HARI KUMAR ﾊﾟﾘﾔｰ ﾊﾘ ｸﾏｰﾙ 名護市 1:01:46
69 1157 吉田　兼光 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈﾐﾂ 恩納村 1:01:50
70 1131 大城 新 ｵｵｼﾛ ｼﾝ 名護市 1:01:53
71 1124 山本 剛士 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼ 名護市 1:01:56
72 1066 又吉 盛一 ﾏﾀﾖｼ ｾｲｲﾁ 読谷村 1:02:08
73 1175 岸本　ジャン ｷｼﾓﾄ ｼﾞｬﾝ 宜野湾市 1:02:11
74 1019 末吉 業智 ｽｴﾖｼ ﾅﾘﾄﾓ 名護市 1:02:26
75 1056 立津 邦康 ﾀﾃﾂ ｸﾆﾔｽ 浦添市 1:02:37
76 1051 知念 哲 ﾁﾈﾝ ｻﾄｼ 那覇市 1:02:39
77 1008 金城 真悟 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｺﾞ 名護市 1:02:41
78 1208 志良堂　和也 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 沖縄市 1:02:44
79 1018 渡具知 慎 ﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 名護市 1:02:53
80 1120 花城 忠良 ﾊﾅｼﾛ ﾀﾀﾞﾖｼ 名護市 1:02:55
81 1083 末吉 茂光 ｽｴﾖｼ ｼｹﾞﾐﾂ 豊見城市 1:03:05
82 1043 矢野 剛 ﾔﾉ ﾂﾖｼ 豊見城市 1:03:21
83 1099 岸本 直樹 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 名護市 1:03:36
84 1160 瀬戸山　祐一 ｾﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 宮崎県 1:03:37
85 1092 渡慶次 道俊 ﾄｹｼ ﾐﾁﾄｼ 那覇市 1:03:39
86 1119 古堅 宗則 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾑﾈﾉﾘ 名護市 1:03:41
87 1007 比嘉 真椰 ﾋｶﾞ ｼﾝﾔ 名護市 1:03:43
88 1192 石嶺　伝 ｲｼﾐﾈ ﾃﾞﾝ うるま市 1:03:49
89 1063 玉城 一男 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｵ 宜野座村 1:03:54
90 1101 津嘉山 航二 ﾂｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 沖縄市 1:03:55
91 1055 金城 哲志 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 名護市 1:03:57
92 1058 多和田 光作 ﾀﾜﾀﾞ ｺｳｻｸ 北中城村 1:04:45
93 1039 比嘉 史 ﾋｶﾞ ﾁｶｼ 名護市 1:04:50
94 1147 広田　倫郎 ﾋﾛﾀ ﾐﾁｵ 東京都 1:05:10
95 1198 狩俣　鉄矢 ｶﾘﾏﾀ ﾃﾂﾔ 南風原町 1:05:17
96 1093 川上 康博 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 那覇市 1:05:40
97 1146 峯村　秀規 ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 名護市 1:05:54
98 1150 陳　渡彦 ﾁﾝ ﾜﾀﾋｺ 京都府 1:06:16
99 1062 与久田 和男 ﾖｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 読谷村 1:06:20
100 1122 真栄田 滋也 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾔ 名護市 1:06:36
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101 1141 小島　昭 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾗ 東京都 1:06:40
102 1037 仲村 兼廣 ﾅｶﾑﾗ ｶﾈﾋﾛ 恩納村 1:06:42
103 1031 喜納 圭也 ｷﾅ ｹｲﾔ 名護市 1:06:47
104 1022 棚原 正人 ﾀﾅﾊﾗ ﾏｻﾄ 名護市 1:07:04
105 1115 下地 政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 那覇市 1:07:07
106 1006 高里 祥太 ﾀｶｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ 名護市 1:07:16
107 1004 松川 圭 ﾏﾂｶﾜ ｹｲ 名護市 1:07:30
108 1038 島袋 清榮 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｾｲｴｲ うるま市 1:07:32
109 1085 砂川 朝英 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 浦添市 1:07:34
110 1126 平安山 良作 ﾍﾝｻﾞﾝ ﾘｮｳｻｸ 名護市 1:07:48
111 1133 岸本 優樹 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ 名護市 1:07:59
112 1134 石川 卓磨 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 名護市 1:08:03
113 1100 黒島 豪 ｸﾛｼﾏ ﾀｹｼ 名護市 1:08:09
114 1070 伊波 幹 ｲﾊ ﾓﾄｷ 名護市 1:08:20
115 1169 瀧　康太郎 ﾀｷ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:08:26
116 1035 上地 学 ｳｴﾁ ﾏﾅﾌﾞ 名護市 1:09:01
117 1132 山川 敬 ﾔﾏｶﾜ ｹｲ 名護市 1:09:10
118 1111 當山 智 ﾄｳﾔﾏ ｻﾄｼ 名護市 1:09:27
119 1189 大城　卓磨 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾏ 宜野湾市 1:09:35
120 1082 与那嶺 公志 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｻｼ 南風原町 1:09:49
121 1123 仲地 拓也 ﾅｶﾁ ﾀｸﾔ 名護市 1:10:08
122 1136 岩木　智彦 ｲﾜｷ ﾄﾓﾋｺ 名護市 1:10:41
123 1163 崎濱　哲也 ｻｷﾊﾏ ﾃﾂﾔ 名護市 1:11:42
124 1084 上地 敦 ｳｴﾁ ﾂﾄﾑ 名護市 1:11:45
125 1167 玉城　良和 ﾀﾏｼﾛ ﾖｼｶｽﾞ 名護市 1:11:46
126 1158 山川　公男 ﾔﾏｶﾜ ｷﾐｵ うるま市 1:11:56
127 1108 宮良 東 ﾐﾔﾗ ｱｽﾞﾏ 名護市 1:12:20
128 1054 宮城 哲男 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾂｵ 名護市 1:12:29
129 1026 屋良 直人 ﾔﾗ ﾅｵﾄ 名護市 1:12:30
130 1113 高橋 晶人 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 今帰仁村 1:12:31
131 1091 髙橋 裕希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 今帰仁村 1:12:31
132 1027 大嶺 真人 ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾄ 名護市 1:12:31
133 1129 新島 悟 ﾆｲｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 西原町 1:12:37
134 1005 嶺井 政彦 ﾐﾈｲ ﾏｻﾋｺ 名護市 1:13:04
135 1020 上間 直樹 ｳｴﾏ ﾅｵｷ 名護市 1:13:22
136 1017 玉里 圭之輔 ﾀﾏｻﾄ ｹｲﾉｽｹ 名護市 1:13:26
137 1023 塩浜 康文 ｼｵﾊﾏ ﾔｽﾌﾐ 名護市 1:13:26
138 1154 奥野　秀敏 ｵｸﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 名護市 1:13:27
139 1182 石黒　千尋 ｲｼｸﾞﾛ ﾁﾋﾛ 名護市 1:13:41
140 1177 伊藤　貴章 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 本部町 1:13:42
141 1071 大城 聡 ｵｵｼﾛ ｻﾄｼ 名護市 1:13:45
142 1103 瑞慶覧 崇 ｽﾞｹﾗﾝ ﾀｶｼ 名護市 1:14:36
143 1028 久髙 元気 ｸﾀﾞｶ ﾓﾄｷ 名護市 1:14:40
144 1073 島袋 秀和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 名護市 1:14:40
145 1206 上原　良彦 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 那覇市 1:15:16
146 1077 木元 勝義 ｷﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 名護市 1:15:21
147 1059 仲本 興真 ﾅｶﾓﾄ ｺｳｼﾝ 名護市 1:15:26
148 1171 Timothy Snyder Timothy Snyder 1:16:26
149 1139 川畑　勇雄 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｻｵ 鹿児島県 1:16:41
150 1116 荒井 純一 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 名護市 1:16:48
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151 1118 上里 周作 ｳｴｻﾄ ｼｭｳｻｸ 名護市 1:16:49
152 1033 新崎 公也 ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 名護市 1:18:10
153 1186 平良　晴彦 ﾀｲﾗ ﾊﾙﾋｺ 宮古島市 1:18:25
154 1060 與那嶺 圭太 ﾖﾅﾐﾈ ｹｲﾀ 名護市 1:18:26
155 1061 知念 正悟 ﾁﾈﾝ ｼｮｳｺﾞ 本部町 1:18:27
156 1156 宮城　純 ﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝ 那覇市 1:19:07
157 1152 小林　二郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾛｳ 北海道 1:20:08
158 1130 平良 善辰 ﾀｲﾗ ﾖｼﾀﾂ 名護市 1:20:12
159 1095 花城 清隆 ﾊﾅｼﾛ ｷﾖﾀｶ 那覇市 1:20:18
160 1094 花城 真也 ﾊﾅｼﾛ ｼﾝﾔ 浦添市 1:20:18
161 1002 大城 伸秀 ｵｵｼﾛ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 名護市 1:22:14
162 1117 安富　高成 ﾔｽﾄﾐ ｺｳｾｲ 名護市 1:22:45
163 1203 渡久地　翔太 ﾄｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 名護市 1:23:16
164 1178 岸川　晃佳 ｷｼｶﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 名護市 1:23:43
165 1199 長浜　光朗 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾐﾂｱｷ 名護市 1:24:18
166 1209 中村　将平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 中城村 1:24:31
167 1042 浦﨑 淳也 ｳﾗｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 名護市 1:25:37
168 1050 糸満 盛健 ｲﾄﾏﾝ ｾｲｹﾝ 那覇市 1:25:40
169 1029 具志堅 功 ｸﾞｼｹﾝ ｲｻｵ 名護市 1:26:56
170 1155 盛山　重昌 ﾓﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾏｻ 沖縄市 1:27:02
171 1170 玉城　博 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ 南風原町 1:27:15
172 1172 うえち やすはる ｳｴﾁ ﾔｽﾊﾙ 名護市 1:27:25
173 1127 大城 崇 ｵｵｼﾛ ﾀｶｼ 名護市 1:27:51
174 1185 比嘉　信 ﾋｶﾞ ｼﾝ 名護市 1:28:57
175 1176 仲松　悟 ﾅｶﾏﾂ ｻﾄﾙ うるま市 1:32:39
176 1010 松田 和也 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 名護市 1:33:53
177 1098 伊元　聴 ｲﾓﾄ ｻﾄｼ 八重瀬町 1:41:16


