
第58回　NAGOハーフマラソン大会 2017/1/22
10km 一般男子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村1 1256 仲村　康助 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 名桜大学陸上競技部 0:34:08宜野座村2 1214 小室　真儀 ｵﾑﾛ ﾏｻﾖｼ 0:34:11名護市3 1018 喜友名　俊二 ｷﾕﾅ ｼｭﾝｼﾞ ランビール走友会 0:34:34うるま市4 1213 知念　耕 ﾁﾈﾝ ｺｳ 名桜大学 0:34:53名護市5 1230 安田　有輝 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 名桜大学陸上部 0:36:19名護市6 1045 大嶺　貴広 ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾋﾛ 0:36:36国頭村7 1032 大城　貫太 ｵｵｼﾛ ｶﾝﾀ 琉大陸上部 0:37:07沖縄市8 1067 古堅　幸太 ﾌﾙｹﾞﾝ ｺｳﾀ タイガー宗人組 0:37:18国頭村9 1253 瑞慶覧　裕介 ｽﾞｹﾗﾝ ﾕｳｽｹ 0:37:24那覇市10 1217 久貝　勇輝 ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ 0:37:28宜野湾市11 1175 生田　義史 ｲｸﾀ ﾖｼﾌﾐ 0:37:41那覇市12 1076 宮里　太地 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾞｲﾁ 沖縄国際大学 0:38:19沖縄市13 1004 比嘉　茂人 ﾋｶﾞ ｼｹﾞﾄ ＢＴＲＣ 0:38:31名護市14 1198 児山　覚 ｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 0:38:33豊見城市15 1009 玉城　繁典 ﾀﾏｼﾛ ｼｹﾞﾉﾘ 0:39:33北中城村16 1186 長嶺　瞬 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭﾝ 0:40:02西原町17 1061 親川　翔吾 ｵﾔｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 0:40:39名護市18 1178 嘉陽　宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 0:41:32沖縄市19 1041 島袋　健太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹﾝﾀ 伊江中５２期 0:41:40伊江村20 1013 儀武　侑大郎 ｷﾞﾌﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 0:43:39名護市21 1226 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 0:44:46那覇市22 1167 山本　良介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ EAU ROUGE 0:45:27京都府23 1077 棚原　恵徳 ﾀﾅﾊﾗ ｹｲﾄｸ ２０会 0:45:33浦添市24 1179 Nunes Alexander Nunes Alexander 0:45:34外国人25 1211 米須　大尊 ｺﾒｽ ﾀｲｿﾝ 0:45:51宜野湾市26 1220 根本　良三 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾐ ＭＳＤＲＣ 0:46:11埼玉県27 1073 金城　盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 0:46:32名護市28 1044 岡田　一幸 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ あら！４０Ｓ’（友情出演） 0:47:07名護市29 1090 慶田盛　次典 ｹﾀﾞﾓﾘ ﾂｸﾞﾉﾘ 0:47:23八重瀬町30 1096 玉城　浩二 ﾀﾏｷ ｺｳｼﾞ 0:47:31名護市31 1049 安里　成史 ｱｻﾄ ﾅﾙﾌﾐ 0:47:49名護市32 1202 宮平　慎吾 ﾐﾔﾋﾗ ｼﾝｺﾞ 0:47:51うるま市33 1227 稲嶺　和彦 ｲﾅﾐﾈ ｶｽﾞﾋｺ マイスター 0:48:03那覇市34 1232 山田　厚司 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 長島中央病院 0:48:56愛知県35 1237 太田　茂夫 ｵｵﾀ ｼｹﾞｵ 美瑛町 0:49:16北海道36 1020 比嘉　昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 0:49:17名護市37 1212 本田　拓麻 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾏ 0:49:29那覇市38 1014 久高　将治 ｸﾀﾞｶ ｼｮｳｼﾞ 0:49:45名護市39 1148 蘇　子仁 Su Rossi 81980436607 0:51:17外国人40 1039 比嘉　武廣 ﾋｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 0:53:08浦添市41 1046 伊東　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 0:53:13名護市42 1062 新城　利治 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾊﾙ 0:53:42名護市43 1235 大城　英人 ｵｵｼﾛ ﾋﾃﾞﾄ 0:53:54国頭村44 1138 中島　久雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 0:54:12那覇市45 1042 原田　俊宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ あら！４０Ｓ’ 0:55:11名護市46 1031 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 0:55:13沖縄市47 1187 北城　圭太 ｷﾀｼﾛ ｹｲﾀ 0:55:34名護市48 1001 知名　清 ﾁﾅ ｷﾖｼ 0:55:55名護市49 1240 志良堂　和明 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 0:55:55沖縄市50 1010 仲榮眞　徹 ﾅｶｴﾏ ﾄｵﾙ 0:56:04浦添市2017年1月22日 1/5 ページTimed by　アイサム



第58回　NAGOハーフマラソン大会 2017/1/22
10km 一般男子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村51 1006 玉木　健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 0:56:08名護市52 1154 伊波　善史 ｲﾊ ﾖｼｱﾂ 0:56:21読谷村53 1034 與那嶺　圭太 ﾖﾅﾐﾈ ｹｲﾀ 0:56:42名護市54 1190 与那嶺　誠 ﾖﾅﾐﾈ ﾏｺﾄ 0:56:43名護市55 1210 小林　翔人 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾄ 佐伯市 0:56:46名護市56 1183 親富祖　太昭 ｵﾔﾌｿ ﾋﾛｱｷ 0:57:03名護市57 1008 金城　豊 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕﾀｶ 0:57:04本部町58 1070 宮武　淳 ﾐﾔﾀｹ ｼﾞｭﾝ 0:57:12名護市59 1118 當山　貴将 ﾄｳﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 0:57:15名護市60 1026 石平　安則 ｲｼﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ 0:57:19うるま市61 1260 角元　隆 ｶｸﾓﾄ ﾀｶｼ 0:57:29兵庫県62 1136 積田　敏夫 ﾂﾐﾀ ﾄｼｵ 0:57:34名護市63 1123 山里　考吏 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾀｶｼ 0:57:52名護市64 1113 下門　龍貴 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾂｷ 0:57:56名護市65 1040 田村　祐也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 0:57:57名護市66 1050 金城　憲和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉﾘｶｽﾞ 0:58:12名護市67 1245 佐々木　真実 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 0:58:17東京都68 1035 知念　正悟 ﾁﾈﾝ ｼｮｳｺﾞ 0:58:45本部町69 1238 平林　祐一 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 0:58:47愛知県70 1053 比嘉　徳勝 ﾋｶﾞ ﾉﾘｶﾂ 0:58:47名護市71 1244 長谷部　秀雄 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 0:58:57豊見城市72 1075 大川　聡 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 0:59:15金武町73 1218 石田　大介 ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 0:59:21東京都74 1082 渡辺　満典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾉﾘ 岐阜県可児市役所 0:59:41岐阜県75 1047 MARK BUSAM ﾏ-ｸ ﾌﾞｻﾑ 0:59:42北谷町76 1105 兼城　尚司 ｶﾈｼﾛ ﾅｵｼ 0:59:46名護市77 1219 近藤　慎平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾍﾟｲ 0:59:59埼玉県78 1080 岸本　充 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂﾙ 1:00:02名護市79 1180 中村　真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 1:00:03名護市80 1164 新城　政樹 ｱﾗｼﾛ ﾏｻｷ 1:00:13名護市81 1028 照屋　寛正 ﾃﾙﾔ ｶﾝｼｮｳ 1:00:19沖縄市82 1188 玉城　良太 ﾀﾏｼﾛ ﾘｮｳﾀ 1:00:35伊江村83 1103 岩瀬　善史 ｲﾜｾ ﾖｼﾌﾐ 1:00:39名護市84 1141 佐藤　友之 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 1:00:46宮城県85 1242 原　浩一郎 ﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 税理士法人陽光 1:01:01大阪府86 1201 豊里　友基 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾕｳｷ チーム之 1:01:08豊見城市87 1258 上間　慎矢 ｳｴﾏ ｼﾝﾔ 1:01:18名護市88 1215 白倉　元 ｼﾗｸﾗ ﾕｷ 沖縄陸上競技協会 1:01:22名護市89 1119 仲泊　安洋 ﾅｶﾄﾞﾏﾘ ﾔｽﾋﾛ 1:01:25沖縄市90 1134 比嘉　敏雄 ﾋｶﾞ ﾄｼｵ 1:01:36うるま市91 1208 talamoni tj faatea talamoni tj faatea 1:01:52外国人92 1129 渡具知　慎 ﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 1:02:11名護市93 1158 前川　顕造 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｿﾞｳ 1:02:12名護市94 1106 大城　勝 ｵｵｼﾛ ﾏｻﾙ 1:02:16名護市95 1143 新田　貴之 ﾆｯﾀ ﾀｶﾕｷ 1:02:31広島県96 1144 来間　清人 ｸﾘﾏ ｷﾖﾄ 1:02:32那覇市97 1109 屋嘉比　康大 ﾔｶﾋﾞ ｺｳﾀﾞｲ 1:02:32名護市98 1147 草刈　正寿 ｸｻｶﾘ ﾏｻﾄｼ 1:02:51那覇市99 1066 花城　忠良 ﾊﾅｼﾛ ﾀﾀﾞﾖｼ 1:02:52名護市100 1194 棚原　正人 ﾀﾅﾊﾗ ﾏｻﾄ 1:02:56名護市2017年1月22日 2/5 ページTimed by　アイサム



第58回　NAGOハーフマラソン大会 2017/1/22
10km 一般男子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村101 1153 玉城　克徳 ﾀﾏｷ ｶﾂﾉﾘ 国頭走ろう会 1:03:02国頭村102 1163 前川　純 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 1:03:03名護市103 1027 矢野　剛 ﾔﾉ ﾂﾖｼ 1:03:14豊見城市104 1195 嘉味田　力也 ｶﾐﾀﾞ ﾘｷﾔ 1:03:14名護市105 1185 Chilson Douglas Chilson Douglas 1:03:21外国人106 1005 崎野　龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 1:03:23愛知県107 1063 城間　章宏 ｼﾛﾏ ｱｷﾋﾛ 1:03:43那覇市108 1065 城間　達徳 ｼﾛﾏ ﾀﾂﾉﾘ 1:03:43名護市109 1174 下出　喬之 ｼﾓﾃﾞ ﾀｶﾕｷ 1:03:43名護市110 1139 島袋　達三 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾂﾐ 1:03:51南城市111 1241 棚原　健太 ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 1:03:53那覇市112 1037 新膳　泉雄 ｼﾝｾﾞﾝ ﾓﾄｵ 1:04:00うるま市113 1068 岸本　悟 ｷｼﾓﾄ ｻﾄﾙ 1:04:12名護市114 1255 幸地　徹也 ｺｳﾁ ﾃﾂﾔ 1:04:39西原町115 1104 桑江　良勉 ｸﾜｴ ﾖｼｶﾂ 1:04:42沖縄市116 1246 浅野　成樹 ｱｻﾉ ｼｹﾞｷ 1:04:45大阪府117 1033 山崎　律 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ あら！４０Ｓ’ 1:04:48名護市118 1222 関　孝雄 ｾｷ ﾀｶｵ 1:04:51群馬県119 1094 板場　康明 ｲﾀﾊﾞ ﾔｽｱｷ あら！４０Ｓ’ 1:04:55名護市120 1173 鈴間　淳一 ｽｽﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:04:59那覇市121 1079 平良　富男 ﾀｲﾗ ﾄﾐｵ 1:05:02与那原町122 1199 渡久地　紀仁 ﾄｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ 1:05:17名護市123 1060 比嘉　史 ﾋｶﾞ ﾁｶｼ 1:05:22名護市124 1019 吉田　清史 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 1:05:28北海道125 1160 大城　一寿 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾋｻ 1:05:40名護市126 1121 渡具知　武市 ﾄｸﾞﾁ ﾀｹｲﾁ 1:05:54名護市127 1191 宮里　卓弥 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｸﾔ 1:06:03名護市128 1087 村木　一友 ﾑﾗｷ ｶｽﾞﾄﾓ 1:06:05豊見城市129 1059 伊波　幹 ｲﾊ ﾓﾄｷ 1:06:12名護市130 1145 嵩原　正 ﾀｹﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 1:06:15那覇市131 1192 中本　泰一朗 ﾅｶﾓﾄ ﾀｲｲﾁﾛｳ 1:06:27名護市132 1088 宮城　悠 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ 1:06:35国頭村133 1257 照屋　直樹 ﾃﾙﾔ ﾅｵｷ 1:06:46名護市134 1184 崎浜　秀太 ｻｷﾊﾏ ｼｭｳﾀ 1:06:53名護市135 1101 安次富　靖之 ｱｼﾄﾐ ﾔｽﾕｷ バトワイザー 1:07:01名護市136 1108 伊禮　勇樹 ｲﾚｲ ﾕｳｷ 1:07:06名護市137 1224 長屋　昌和 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｶｽﾞ 1:07:11群馬県138 1023 林　孝弘 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 1:07:12埼玉県139 1247 吉川　毅兵 ﾖｼｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 1:07:13浦添市140 1130 伊計　用明 ｲｹｲ ﾖｳﾒｲ 1:07:42うるま市141 1197 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 1:07:47名護市142 1086 下地　政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 1:07:51那覇市143 1200 Hinchey William Hinchey William 1:08:21外国人144 1142 中村　充伸 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ 1:08:39三重県145 1233 高木　純 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ 1:08:40岐阜県146 1254 根岸　賢典 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 1:08:47埼玉県147 1177 砂川　正太 ｽﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 1:08:48宜野湾市148 1074 城間　佳之 ｼﾛﾏ ﾖｼﾕｷ 1:08:57宜野湾市149 1169 大城　雄作 ｵｵｼﾛ ﾕｳｻｸ 1:09:08名護市150 1015 栗田　近治 ｸﾘﾀ ﾁｶｼﾞ 1:09:15長野県2017年1月22日 3/5 ページTimed by　アイサム



第58回　NAGOハーフマラソン大会 2017/1/22
10km 一般男子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村151 1209 山里　茂人 ﾔﾏｻﾞﾄ ｼｹﾞﾄ 1:09:41名護市152 1135 大濱　俊男 ｵｵﾊﾏ ﾄｼｵ 1:09:48浦添市153 1155 平吹　純二 ﾋﾗﾌﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1:09:53名護市154 1170 ﾌﾛｲﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾌﾛｲﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ 1:10:09沖縄市155 1098 平良　賢 ﾀｲﾗ ｹﾝ バドワイザー 1:10:11名護市156 1038 斉藤　剛志 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ あら！４０Ｓ’ 1:10:44名護市157 1221 青山　栄作 ｱｵﾔﾏ ｴｲｻｸ 1:11:01東村158 1132 比嘉　清之 ﾋｶﾞ ｷﾖｼ チーム 1:11:23那覇市159 1207 川満　幸太 ｶﾜﾐﾂ ｺｳﾀ 1:11:26うるま市160 1249 ｶｰｻﾞﾘｰﾉ ｹﾋﾞﾝ ｶｰｻﾞﾘｰﾉ ｹﾋﾞﾝ 無し 1:11:27北谷町161 1229 小島　拓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 1:11:47那覇市162 1250 前田　浩克 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｶﾂ 1:12:00那覇市163 1193 相原　修平 ｱｲﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 1:12:40名護市164 1012 田野　秀康 ﾀﾉ ｼｭｳｺｳ 1:12:59名護市165 1058 島袋　秀和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:13:02名護市166 1089 當山　智 ﾄｳﾔﾏ ｻﾄｼ 1:13:08名護市167 1120 末吉　悟 ｽｴﾖｼ ｻﾄﾙ 1:13:15本部町168 1114 伊禮　肇 ｲﾚｲ ﾊｼﾞﾒ 1:13:32名護市169 1151 高嶺　賢 ﾀｶﾐﾈ ｹﾝ 1:13:35浦添市170 1069 親富祖　清憲 ｵﾔﾌｿ ｾｲｹﾝ 1:13:36那覇市171 1078 棚原　順二 ﾀﾅﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1:13:38名護市172 1092 宮城　米三 ﾐﾔｷﾞ ﾖﾈｿﾞｳ ときめきＲＡＮ 1:13:39国頭村173 1102 石新　政将 ｲｼｱﾗ ﾏｻﾕｷ 1:14:17名護市174 1204 中嶋　達郎 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾛｳ 1:14:33名護市175 1072 松田　信也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 1:14:38名護市176 1051 新島　悟 ﾆｲｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 1:15:03西原町177 1252 金城　直也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾅｵﾔ 小野薬品 1:15:13浦添市178 1024 仲本　興真 ﾅｶﾓﾄ ｺｳｼﾝ 1:15:35名護市179 1146 友寄　和秀 ﾄﾓﾖｾ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 1:15:38久米島町180 1099 嘉陽　宗茂 ｶﾖｳ ﾑﾈｼｹﾞ バドワイザー 1:15:41名護市181 1093 伊藤　正樹 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 1:15:51名護市182 1036 上里　周作 ｳｴｻﾄ ｼｭｳｻｸ 1:16:08名護市183 1056 大城　康臣 ｵｵｼﾛ 1:16:14名護市184 1162 新崎　公也 ｱﾗｻｷ ﾏｻﾔ 1:16:15名護市185 1125 又吉　久 ﾏﾀﾖｼ ﾋｻｼ 1:16:26本部町186 1064 城間　大輝 ｼﾛﾏ ﾀﾞｲｷ 1:16:26名護市187 1234 赤池　弘充 ｱｶｲｹ ﾋﾛﾐﾂ 1:16:30静岡県188 1085 島袋　修 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｵｻﾑ 1:16:34名護市189 1081 亀井　保紀 ｶﾒｲ ﾔｽﾉﾘ 1:17:19名護市190 1017 新垣　貞正 ｱﾗｶｷ ｻﾀﾞﾏｻ 1:17:21西原町191 1128 長山　勝彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 1:17:30名護市192 1021 玉城　一男 ﾀﾏｷ ｶｽﾞｵ 1:17:39宜野座村193 1022 宮城　哲男 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾂｵ 1:17:59名護市194 1124 比嘉　昭雄 ﾋｶﾞ ｱｷｵ 1:18:07名護市195 1156 中村　俊矢 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 1:18:17名護市196 1159 喜納　圭也 ｷﾅ ｹｲﾔ 1:18:28名護市197 1161 伊波　興伸 ｲﾊ ｺｳｼﾝ 1:18:29名護市198 1176 中村　生岳 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾀ 1:19:07名護市199 1084 立石　泰章 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｱｷ 1:19:26沖縄市200 1231 金城　新吾 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｺﾞ 1:19:57那覇市2017年1月22日 4/5 ページTimed by　アイサム



第58回　NAGOハーフマラソン大会 2017/1/22
10km 一般男子の部種目順位 氏   名 カナ 記録No. 所属クラブ市町村201 1122 島福　善弘 ｼﾏﾌｸ ﾖｼﾋﾛ 1:20:37名護市202 1115 上間　直樹 ｳｴﾏ ﾅｵｷ 1:20:40名護市203 1259 上地　完周 ｳｴﾁ ｶﾝｼｭｳ 1:21:07名護市204 1091 砂川　朝英 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 1:22:03浦添市205 1111 田邊　勝義 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾖｼ 1:22:07名護市206 1171 玉城　慎吾 ﾀﾏｼﾛ ｼﾝｺﾞ 1:22:16名護市207 1007 清水　一光 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐﾂ 1:25:07那覇市208 1150 平良　昌輝 ﾀｲﾗ ﾏｻｷ ORC 1:25:08那覇市209 1117 渡嘉敷　昌 ﾄｶｼｷ ｼｮｳ 1:25:09名護市210 1205 玉城　充啓 ﾀﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ 株式会社沖縄銀行 1:25:23名護市211 1168 松原　尚哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ 株式会社沖縄銀行 1:25:23糸満市212 1043 宮城　大河 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲｶﾞ 1:25:25宜野湾市213 1203 上原　良彦 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 1:26:01那覇市214 1152 東江　勲 ｱｶﾞﾘｴ ｲｻｵ 1:26:03宜野湾市215 1003 伊禮　修平 ｲﾚｲ ｼｭｳﾍｲ 1:26:33伊是名村216 1029 山本　潤 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 1:26:37恩納村217 1137 一瀬　宗也 ｲﾁｾ ﾑﾈﾔ 1:26:39うるま市218 1251 坂本　雄太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 1:26:44糸満市219 1157 上地　学 ｳｴﾁ ﾏﾅﾌﾞ 1:27:25名護市220 1016 友利　英之 ﾄﾓﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:27:40沖縄市221 1206 中村　将平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 1:30:56中城村222 1228 屋部　憲史朗 ﾔﾌﾞ ｹﾝｼﾛｳ 1:34:50名護市223 1239 石垣　為男 ｲｼｶﾞｷ ﾀﾒｵ 1:36:10那覇市224 1126 具志堅　功 ｸﾞｼｹﾝ ｲｻｵ 1:38:44名護市225 1261 黒島　永信 ｸﾛｼﾏ ｴｲｼﾝ 1:39:55那覇市226 1181 平安　雅人 ﾋﾗﾔｽ ﾏｻﾄ 1:39:55名護市227 1025 仲本　英宏 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 1:55:35那覇市228 1116 松田　和也 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 2:02:27名護市229 1110 荻堂　盛辰 ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾓﾘﾀﾂ 2:02:27名護市230 1112 大城　伸秀 ｵｵｼﾛ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 2:17:33名護市
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