
第59回NAGOハーフマラソン大会 2018/1/21
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 1177 外間　勇太 ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ 沖縄国際大学 0:33:05那覇市2 1149 金城　龍己 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ 沖縄国際大学 0:33:57宜野湾市3 1146 星野　勢七 ﾎｼﾉ ｾﾅ 沖縄国際大学 0:34:16那覇市4 1148 久貝　勇輝 ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ 0:35:14宜野湾市5 1184 吉村　瑞樹 ﾖｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 名桜大学 0:35:16名護市6 1174 仲村　康助 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 名桜大学 0:35:26宜野座村7 1152 秋葉　敏之 ｱｷﾊﾞ ﾄｼﾕｷ ＴＴアスリート 0:35:35千葉県8 1160 安田　有輝 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 名桜大学 0:35:40名護市9 1020 永山　匠 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 沖縄国際大学 0:36:38与那原町10 1141 比嘉　和昌 ﾋｶﾞ ｶｽﾞﾏｻ 0:37:25恩納村11 1147 瑞慶覧　裕介 ｽﾞｹﾗﾝ ﾕｳｽｹ 0:37:58那覇市12 1150 池田　一生 ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 0:39:40宜野湾市13 1128 島袋　健太 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹﾝﾀ 0:44:07伊江村14 1175 上原　秀臣 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｵﾐ 名桜大学 0:44:27名護市15 1092 前泊　万寿夫 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ﾏｽｵ 金武地区消防本部 0:44:34金武町16 1028 慶田盛　次典 ｹﾀﾞﾓﾘ ﾂｸﾞﾉﾘ 0:45:33八重瀬町17 1102 新垣　国康 ｼﾝｶﾞｷ ｸﾆﾔｽ 0:45:40宜野湾市18 1134 堤　祐太朗 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 0:46:02那覇市19 1085 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 0:46:02那覇市20 1127 城間　直也 ｼﾛﾏ ﾅｵﾔ 0:47:18南城市21 1153 深井　雅章 ﾌｶｲ ﾏｻｱｷ ＊ＹＡＣなまず＊ 0:47:28埼玉県22 1158 稲嶺　和彦 ｲﾅﾐﾈ ｶｽﾞﾋｺ マイスター 0:47:43那覇市23 1163 桑江　広太 ｸﾜｴ ｺｳﾀ 美咲特別支援学校 0:47:46沖縄市24 1122 岩本　圭史 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ 0:48:16三重県25 1107 仲宗根　禎 ﾅｶｿﾈ ﾀﾀﾞｼ 名護市教育委員会 0:48:23那覇市26 1112 比嘉　靖 ﾋｶﾞ ﾔｽｼ 0:49:16うるま市27 1142 伊芸　光 ｲｹﾞｲ ﾋｶﾙ 金武地区消防本部 0:49:24金武町28 1064 岸本　崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ 0:50:24名護市29 1011 比嘉　昭二 ﾋｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 0:50:28名護市30 1037 島袋　義邦 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼｸﾆ 0:50:54名護市31 1133 宮里　翼 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 0:51:30金武町32 1008 伊豆味　薫 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾙ 0:51:51名護市33 1021 屋良　朝博 ﾔﾗ ﾄﾓﾋﾛ はりゅう走友会 0:52:04豊見城市34 1106 嶋袋　晶文 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｷﾉﾘ 0:52:25うるま市35 1027 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 0:53:11沖縄市36 1182 玉城　清和 ﾀﾏｷ ｷﾖｶｽﾞ 0:53:22名護市37 1029 比嘉　武廣 ﾋｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 0:53:29浦添市38 1095 上川　英樹 ｶﾐｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 0:53:52沖縄市39 1042 伊東　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 0:54:23名護市40 1118 山城　元樹 ﾔﾏｼﾛ ﾓﾄｷ 0:54:28名護市41 1165 志良堂　和明 ｼﾗﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 0:54:46沖縄市42 1155 田村　平和 ﾀﾑﾗ ﾍｲﾜ ＪＦピース 0:55:13群馬県43 1171 佐々木　真実 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 0:55:17東京都44 1087 中島　久雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 0:55:22那覇市45 1129 堀田　洋一郎 ﾎｯﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 0:55:50三重県46 1096 Weidner Scott ﾜｲﾄﾞﾅ ｽｺｯﾄ 0:56:02海外47 1054 新垣　行康 ｱﾗｶｷ ﾕｷﾔｽ 0:56:10沖縄市48 1159 渋谷　純 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ ファイトクローム 0:56:14福岡県49 1045 岸本　久博 ｷｼﾓﾄ ﾋｻﾋﾛ 0:56:49名護市50 1166 押田　純治 ｵｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 0:57:21福島県2018年1月21日 1/4 ページTimed by　アイサム



第59回NAGOハーフマラソン大会 2018/1/21
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 1143 Fischer Carlton ﾌｨｯｼｬｰ ｶｰﾙﾄﾝ 0:57:27今帰仁村52 1178 小西　玲 ｺﾆｼ ﾚｲ 0:57:30東京都53 1083 中村　彦次 ﾅｶﾑﾗ ﾋｺｼﾞ 0:58:12名護市54 1084 積田　敏夫 ﾂﾐﾀ ﾄｼｵ 0:58:14名護市55 1025 山﨑　律 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ 0:58:17名護市56 1063 大城　勝 ｵｵｼﾛ ﾏｻﾙ 0:58:37名護市57 1012 ﾌﾞｻﾑ ﾏｰｸ ﾌﾞｻﾑ ﾏｰｸ 0:58:40北谷町58 1157 原田　安隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾀｶ ヤングリゾート 0:58:55埼玉県59 1040 石平　安則 ｲｼﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ 0:59:04うるま市60 1125 奥村　浩一 ｵｸﾑﾗ ｺｳｲﾁ 0:59:11読谷村61 1079 辻村　紀友 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾉﾘﾄﾓ 0:59:19北海道62 1137 Cheung Philip ﾁｬﾝ ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0:59:27名護市63 1026 親富祖　清憲 ｵﾔﾌｿ ｾｲｹﾝ 1:00:35那覇市64 1132 屋嘉比　康大 ﾔｶﾋﾞ ｺｳﾀﾞｲ 1:01:09名護市65 1123 富山　拓 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 1:01:15名護市66 1117 BORSINI RICHARD BORSINI RICHARD 1:01:28海外67 1056 稲嶺　進 ｲﾅﾐﾈ ｽｽﾑ 1:01:54名護市68 1041 小谷　雄太郎 ｺﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 1:01:59那覇市69 1058 島袋　公彦 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｷﾐﾋｺ 1:02:28名護市70 1018 林　孝弘 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 1:02:35埼玉県71 1116 比嘉　優 ﾋｶﾞ ﾕｳ 1:02:51南風原町72 1090 玉城　太 ﾀﾏｷ ﾌﾄｼ 1:02:57名護市73 1167 内田　啓祐 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ ファイトクローム 1:03:07福岡県74 1055 大城　義揮 ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ 1:03:25名護市75 1094 PELLOSMA ROBERT ﾍﾟﾛｽﾞﾏ ﾛﾊﾞｰﾄ 1:03:31沖縄市76 1004 仲榮眞　徹 ﾅｶｴﾏ ﾄｵﾙ 1:04:07浦添市77 1016 石川　達治 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｼﾞ 1:04:16うるま市78 1062 比嘉　徳勝 ﾋｶﾞ ﾉﾘｶﾂ 1:04:18名護市79 1156 崎野　龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 1:04:25神奈川県80 1081 又吉　盛一 ﾏﾀﾖｼ ｾｲｲﾁ 読谷陸上愛好会 1:04:33読谷村81 1180 棚原　健太 ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 1:05:05那覇市82 1172 仲里　英道 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾐﾁ 1:06:04本部町83 1033 与那城　圭 ﾖﾅｼﾛ ｹｲ 1:06:09名護市84 1138 田中　雄土 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 1:06:27那覇市85 1088 島袋　達三 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾂﾐ 1:06:39南城市86 1100 高嶺　賢 ﾀｶﾐﾈ ｹﾝ 1:07:04浦添市87 1176 梅木　徹 ｳﾒｷ ﾄｵﾙ 1:07:06山形県88 1151 元木　英二 ﾓﾄｷ ｴｲｼﾞ ＢａｒｕｊｉＦ 1:07:13神奈川県89 1009 下地　政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 1:07:14那覇市90 1032 高橋　信夫 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 名護クラブ 1:07:39名護市91 1039 島袋　林 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾊﾔｼ 1:08:08那覇市92 1071 仲田　正也 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 1:08:31名護市93 1139 新里　優作 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳｻｸ 1:08:50名護市94 1035 仲宗根　淳也 ﾅｶｿﾈ ｼﾞｭﾝﾔ 1:09:01本部町95 1093 我那覇　隆 ｶﾞﾅﾊ ﾀｶｼ 1:09:06今帰仁村96 1052 新城　克弘 ｱﾗｼﾛ ﾖｼﾋﾛ 1:09:17名護市97 1023 田村　祐也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 1:09:23名護市98 1065 島袋　康平 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｳﾍｲ 1:09:25名護市99 1121 ﾌﾛｲﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾌﾛｲﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ 1:09:36沖縄市100 1101 玉城　克徳 ﾀﾏｷ ｶﾂﾉﾘ 1:10:14国頭村2018年1月21日 2/4 ページTimed by　アイサム



第59回NAGOハーフマラソン大会 2018/1/21
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 1014 城間　俊一 ｼﾛﾏ ｼｭﾝｲﾁ 1:10:16南風原町102 1097 吉永　靖 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔｽｼ 1:10:41那覇市103 1066 渡具知　慎 ﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 1:10:53名護市104 1173 永井　勝 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾙ 富士鋼機株式会社 1:11:08東京都105 1044 友利　正樹 ﾄﾓﾘ ﾏｻｷ 1:11:21沖縄市106 1136 小林　圭 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 1:11:33大阪府107 1070 高江洲　昌喬 ﾀｶｴｽ ﾏｻﾀｶ 1:11:40名護市108 1164 大森　銀治 ｵｵﾓﾘ ｷﾞﾝｼﾞ 北海道苫小牧市 1:12:10北海道109 1120 田中　秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 1:12:33浦添市110 1077 安里　知剛 ｱｻﾄ ﾄﾓﾀｶ 1:12:58名護市111 1144 宮里　貴也 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶﾔ 1:13:02名護市112 1049 宮城　聖弥 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳﾔ 1:13:16名護市113 1043 兼次　俊樹 ｶﾈｼ ﾄｼｷ 1:13:33名護市114 1111 伊差川　邦彦 ｲｻｶﾞﾜ ｸﾆﾋｺ 1:14:40名護市115 1024 花城　安治 ﾊﾅｼﾛ ﾔｽｼﾞ 1:15:07嘉手納町116 1073 上間　直樹 ｳｴﾏ ﾅｵｷ 1:15:21名護市117 1006 田野　秀康 ﾀﾉ ｼｭｳｺｳ 一般男子 1:15:22名護市118 1047 仲程　通彦 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾐﾁﾋｺ 1:15:29北谷町119 1183 山城　豊武 ﾔﾏｼﾛ ﾄﾖﾀｹ 1:16:03恩納村120 1154 塩崎　恒博 ｼｵｻﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ 1:16:10埼玉県121 1061 ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ 1:16:47名護市122 1113 中村　俊矢 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 1:17:31名護市123 1086 兼城　昌吉 ｶﾈｼﾛ ｼｮｳｷﾁ 1:18:05うるま市124 1168 佐藤　好孝 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 1:18:41東京都125 1119 具志堅　智泰 ｸﾞｼｹﾝ ﾄﾓﾔｽ 1:18:48沖縄市126 1013 久高　元嗣 ｸﾀﾞｶ ﾓﾄﾂｸﾞ 1:18:55名護市127 1091 島袋　靖和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾔｽｶｽﾞ 1:19:15那覇市128 1038 比嘉　賢太 ﾋｶﾞ ｹﾝﾀ 1:19:48名護市129 1048 上地　美樹 ｳｴﾁ ﾖｼｷ 1:20:06名護市130 1034 阿波根　健太 ｱﾊｺﾞﾝ ｹﾝﾀ 1:20:07本部町131 1051 岸本　訓明 ｷｼﾓﾄ ｸﾆｱｷ 1:20:23名護市132 1115 比屋根　徹 ﾋﾔﾈ ﾃﾂ 1:21:18名護市133 1114 神里　和弥 ｶﾐｻﾞﾄ ｶｽﾞﾔ 1:21:32那覇市134 1108 玉城　聡 ﾀﾏｷ ｻﾄｼ 1:21:32那覇市135 1179 池村　篤 ｲｹﾑﾗ ｱﾂｼ 1:22:51うるま市136 1072 渡嘉敷　昌 ﾄｶｼｷ ｼｮｳ 1:22:53名護市137 1050 大城　松健 ｵｵｼﾛ ｼｮｳｹﾝ 1:22:57名護市138 1069 安慶名　俊光 ｱｹﾞﾅ ﾄｼﾐﾂ 1:23:45うるま市139 1076 比嘉　悟 ﾋｶﾞ ｻﾄﾙ 1:24:24名護市140 1109 島袋　修 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｵｻﾑ 1:24:39名護市141 1022 新里　英俊 ｼﾝｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 1:25:06沖縄市142 1130 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 1:25:23名護市143 1124 山口　仁志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 株式会社琉球若草 1:25:43名護市144 1036 長嶺　明 ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｷﾗ 1:25:56南風原町145 1031 室田　裕一 ﾑﾛﾀ ﾕｳｲﾁ （株）北部観光バス 1:26:44名護市146 1135 赤穂　啓吾 ｱｶﾎ ｹｲｺﾞ 1:29:05名護市147 1105 高良　英樹 ﾀｶﾗ ﾋﾃﾞｷ 1:29:36那覇市148 1099 梶山　真人 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻﾄ 1:30:04東京都149 1017 山内　英世 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾖ 1:30:53那覇市150 1007 山城　稔 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾉﾙ 1:32:22読谷村2018年1月21日 3/4 ページTimed by　アイサム



第59回NAGOハーフマラソン大会 2018/1/21
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 1145 内　弘太 ｳﾁ ｺｳﾀ 1:34:13名護市152 1003 木元　勝義 ｷﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 野球審判員 1:34:23名護市153 1082 伊元　さとし ｲﾓﾄ ｻﾄｼ 1:35:47八重瀬町154 1060 中村　隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1:40:00名護市155 1059 比嘉　辰行 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾕｷ 1:40:00名護市156 1074 具志堅　功 ｸﾞｼｹﾝ ｲｻｵ 1:43:05名護市
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