
第60回記念NAGOハーフマラソン大会 2019/1/20
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 1247 外間　勇太 ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ 沖縄国際大学 0:31:46那覇市2 1202 久貝　勇輝 ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ 沖縄国際大学 0:34:39宜野湾市2 1268 吉村　瑞樹 ﾖｼﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 名桜大学 0:34:39名護市4 1270 金城　龍己 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ 沖縄国際大学 0:34:47宜野湾市5 1209 玉那覇　圭佑 ﾀﾏﾅﾊ ｹｲｽｹ 0:34:50南城市6 1266 大城　希月 ｵｵｼﾛ ｷﾂﾞｷ 0:35:12豊見城市7 1241 仲村　康助 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 名桜大学 0:35:51宜野座村8 1155 仲宗根　徳 ﾅｶｿﾈ ﾐｻｵ 0:36:01読谷村9 1223 安田　有輝 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 名桜大学陸上競技部 0:36:10名護市10 1211 秋葉　敏之 ｱｷﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 0:36:23千葉県11 1242 瑞慶覧　裕介 ｽﾞｹﾗﾝ ﾕｳｽｹ 0:36:35那覇市12 1207 鮫島　有貴 ｻﾒｼﾏ ﾅｵｷ 無所属 0:36:38名護市13 1243 上原　秀臣 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｵﾐ 名桜大学 0:37:31名護市14 1169 児山　覚 ｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 0:38:41豊見城市15 1239 大城　歩 ｵｵｼﾛ ｱﾕﾑ 沖縄国際大学 0:39:45南城市16 1162 長嶺　瞬 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭﾝ 0:39:53西原町17 1159 嘉陽　宗寿 ｶﾖｳ ﾑﾈﾋｻ 0:40:27沖縄市18 1258 山口　智仁 ﾔ ﾏｸﾞﾁﾄﾓﾋﾄ 名桜大学 0:41:41名護市19 1134 伊藤　史憲 ｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 0:42:03西原町20 1189 宮里　太地 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀﾞｲﾁ 0:42:42沖縄市21 1245 新垣　国康 ｼﾝｶﾞｷ ｸﾆﾔｽ ラン忍グッド� 0:44:48宜野湾市22 1218 三好　清凡 ﾐﾖｼ ｷﾖﾁｶ 0:44:52糸満市23 1246 堤　祐太朗 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 0:45:45那覇市24 1137 三上　欣之 ﾐｶﾐ ﾖｼﾕｷ 0:45:47北谷町25 1136 松本　学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ TEAMちんすこう 0:46:04糸満市26 1232 玉那覇　亮 ﾀﾏﾅﾊ ﾘｮｳ 0:46:13うるま市27 1101 近藤　勝敏 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 0:46:19那覇市28 1129 嶋袋　晶文 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱｷﾉﾘ 金武メダリストAD 0:47:39うるま市29 1132 當山　光裕 ﾄｳﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 0:48:32うるま市30 1108 米須　清昌 ｺﾒｽ ｾｲｼｮｳ 0:49:10宜野湾市31 1017 島袋　義邦 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼｸﾆ 名護市 0:49:19名護市32 1177 桃原　男 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾀﾞﾝ 0:49:55浦添市33 1173 宮平　慎吾 ﾐﾔﾋﾗ ｼﾝｺﾞ 0:50:00南風原町34 1237 嘉数　由貴 ｶｶｽﾞ ﾖｼｷ 鏡が丘特別支援学校 0:51:06那覇市35 1029 山内　昌重 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｼｹﾞ 0:51:53金武町36 1023 仲榮眞　徹 ﾅｶｴﾏ ﾄｵﾙ 那覇市消防局 0:51:58浦添市37 1084 小林　健司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 第一生命名護営業オフィス 0:52:37名護市38 1228 比嘉　隆 ﾋｶﾞ ﾀｶｼ 脳神経外科 0:52:44東京都39 1231 緒方　彰人 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾄ 0:53:02滋賀県40 1071 嶺井　政守 ﾐﾈｲ ﾏｻﾓﾘ 0:53:11今帰仁村41 1097 田仲　恒 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 0:53:18名護市42 1001 福田　義久 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 加古川走友会 0:53:28兵庫県43 1156 岩本　圭史 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ 0:53:43三重県44 1012 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 0:53:48沖縄市45 1234 佐川　宏明 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 0:53:58茨城県46 1142 大浦　哲洋 ｵｵｳﾗ ﾃﾂﾖｳ 0:54:15宜野湾市47 1110 太田　守克 ｵｵﾀ ﾓﾘｶﾂ 個人 0:54:36読谷村48 1213 村下　慎 ﾑﾗｼﾀ ﾏｺﾄ 0:54:39北海道49 1096 岸本　俊 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝ 0:54:41名護市50 1011 知花　賢孝 ﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｺｳ 0:54:51西原町2019年1月20日 1/5 ページTimed by　アイサム



第60回記念NAGOハーフマラソン大会 2019/1/20
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 1025 伊東　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 0:55:20名護市52 1257 Fischer Carlton ﾌｨｯｼｬｰ ｶｰﾙﾄﾝ 0:55:37今帰仁村53 1204 伊佐　麻男 ｲｻ ﾏｵ 0:55:41名護市54 1244 三宅　宏一 ﾐﾔｹ ﾋﾛｶｽ 0:55:55山口県55 1220 福島　毅春 ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾊﾙ 0:56:01埼玉県56 1034 原田　俊宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 0:56:05名護市57 1042 宮里　ディエゴ ﾐﾔｻﾄ ﾃﾞｨｴｺﾞ 0:56:13名護市58 1095 岸本　樹 ｷｼﾓﾄ ｲﾂｷ 0:56:23名護市59 1135 徳丸　晋 ﾄｸﾏﾙ ｽｽﾑ 0:56:33大阪府60 1165 堀田　洋一郎 ﾎｯﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 0:56:43三重県61 1105 城間　和巳 ｼﾛﾏ ｶｽﾞﾐ すりさーさー 0:56:51名護市62 1112 明　義弘 ｱｷﾗ ﾖｼﾋﾛ 0:57:05那覇市63 1005 新城　博文 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 0:57:30名護市64 1265 安里　俊光 ｱｻﾄ ﾄｼﾐﾂ BTRC 0:57:30沖縄市65 1021 川前　勝也 ｶﾜﾏｴ ｶﾂﾔ 0:57:31北中城村66 1121 安里　秀光 ｱｻﾄ ﾋﾃﾞﾐﾂ BTRC 0:57:31沖縄市67 1260 仲松　寿 ﾅｶﾏﾂ ﾋｻｼ 0:58:01宜野座村68 1006 山﨑　律 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ 0:58:03名護市69 1118 徳里　斉 ﾄｸｻﾞﾄ ﾋﾄｼ 0:58:07うるま市70 1010 西平　伸 ﾆｼﾋﾗ ｼﾝ 0:58:08名護市71 1019 戸水　勇樹 ﾄﾐｽﾞ ﾕｳｷ 0:58:10名護市72 1070 田港　朝之 ﾀﾐﾅﾄ ﾄﾓﾕｷ 0:58:17浦添市73 1013 仙波　正幸 ｾﾝﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 0:58:26名護市74 1039 米須　宏朗 ｺﾒｽ ﾋﾛｱｷ 0:58:42沖縄市75 1160 吉田　真悟 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 0:58:50恩納村76 1269 大城　勝 ｵｵｼﾛ ﾏｻﾙ 0:59:01名護市77 1069 知名　清 ﾁﾅ ｷﾖｼ 名護市役所 0:59:04名護市78 1235 中川　忍 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ ボストン 0:59:12北海道79 1264 福島　孝生 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｵ 0:59:25福岡県80 1163 杉野　健太 ｽｷﾞﾉ ｹﾝﾀ 0:59:31三重県81 1014 玉木　健二 ﾀﾏｷ ｹﾝｼﾞ 0:59:45名護市82 1131 上地　健吾 ｳｴﾁ ｹﾝｺﾞ 無所属 0:59:55名護市83 1078 野原　聡 ﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 1:00:04名護市84 1180 外間　直弥 ﾎｶﾏ ﾅｵﾔ リハビリ 1:00:23名護市85 1028 桃原　哲夫 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾃﾂｵ カミダチーム 1:00:31浦添市86 1251 具志堅　公 ｸﾞｼｹﾝ ｺｳ 1:00:36豊見城市87 1226 川瀬　裕史 ｶﾜｾ ﾕｳｼ 1:00:42茨城県88 1040 BUSAM MARK ﾌﾞｻﾑ ﾏｰｸ 1:00:49北谷町89 1116 内間　等 ｳﾁﾏ ﾋﾄｼ 1:00:56沖縄市90 1077 比嘉　徳勝 ﾋｶﾞ ﾉﾘｶﾂ 1:01:05名護市91 1045 津波　元輝 ﾂﾊ ｹﾞﾝｷ 1:01:10宜野湾市92 1057 津波　雄基 ﾂﾊ ﾕｳｷ 1:01:10宜野湾市93 1003 田村　祐也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 1:01:32名護市94 1224 日高　正人 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾄ 1:01:42熊本県95 1066 伊豆味　薫 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾙ 1:01:46名護市96 1123 照屋　勝 ﾃﾙﾔ ﾏｻﾙ 宜野湾高校職員 1:01:53那覇市97 1262 榎木　康人 ｴﾉｷ ﾔｽﾋﾄ 北海道滝川市役所陸上部 1:02:01北海道98 1059 山入端　義昭 ﾔﾏﾉﾊ ﾖｼｱｷ 1:02:02名護市99 1094 嶋袋　来輝 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾗｲｷ 1:02:13名護市100 1221 沢辺　幹和 ｻﾜﾍﾞ ﾐｷｶｽﾞ 1:02:20愛知県2019年1月20日 2/5 ページTimed by　アイサム



第60回記念NAGOハーフマラソン大会 2019/1/20
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 1240 新垣　祐人 ｱﾗｶｷ ﾕｳﾄ オーケーティー 1:02:26名護市102 1100 吉田　兼光 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈﾐﾂ 1:02:41恩納村103 1172 柊田　貴史 ﾌｷﾀ ﾀｶﾌﾐ 1:02:50那覇市104 1115 玉城　太 ﾀﾏｷ ﾌﾄｼ 1:03:18名護市105 1073 花城　忠良 ﾊﾅｼﾛ ﾀﾀﾞﾖｼ 1:03:22名護市106 1168 屋嘉比　康大 ﾔｶﾋﾞ ｺｳﾀﾞｲ 1:03:28名護市107 1111 大城　修 ｵｵｼﾛ ｵｻﾑ 1:03:33名護市108 1179 Pader Michael ﾊﾟﾃﾞｱ ﾏｲｹﾙ 1:03:40名護市109 1185 Nakamoto David ﾅｶﾓﾄ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 1:03:40本部町110 1219 崎野　龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 1:03:47神奈川県111 1007 與那嶺　圭太 ﾖﾅﾐﾈ ｹｲﾀ 1:04:06名護市112 1216 宮田　厚 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ 1:04:08那覇市113 1267 崔　多燻 ﾁｪ ﾀﾞﾌﾝ ODAL 1:04:12本部町114 1250 棚原　健太 ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝﾀ 1:04:30那覇市115 1128 山田　義尚 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 1:04:34読谷村116 1052 友寄　卓 ﾄﾓﾖｾ ﾀｶｼ 山浩商事 1:04:54名護市117 1065 高橋　信夫 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ コガチクラブ 1:05:00名護市118 1063 与那城　圭 ﾖﾅｼﾛ ｹｲ 1:05:04名護市119 1174 山内　隆作 ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｻｸ 1:05:18嘉手納町120 1147 安里　純一 ｱｻﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:05:19北中城村121 1200 大城　政志 ｵｵｼﾛ ﾏｻｼ 1:05:19南風原町122 1194 神谷　泰成 ｶﾐﾔ ﾀｲｾｲ 1:05:19八重瀬町123 1192 喜友名　朝樹 ｷｭｳﾅ ﾄﾓｷ 1:05:19沖縄市124 1198 島袋　竜馬 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳﾏ 1:05:20沖縄市125 1183 坂井　優也 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 1:05:20西原町126 1196 野原　翔 ﾉﾊﾗ ｼｮｳ 1:05:20読谷村127 1208 宮里　勇希 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｳｷ 1:05:21那覇市128 1197 砂川　駿貴 ｽﾅｶﾞﾜ ｼｭﾝｷ 1:05:21豊見城市129 1193 平良　翔平 ﾀｲﾗ ｼｮｳﾍｲ 1:05:21那覇市130 1191 濱元　盛太 ﾊﾏﾓﾄ ｾｲﾀ 1:05:21糸満市131 1206 上里　一平 ｳｴｻﾞﾄ ｲｯﾍﾟｲ 1:05:21うるま市132 1210 知名　成 ﾁﾅ ｼﾞｮｳ 1:05:22うるま市133 1203 浦崎　敦成 ｳﾗｻｷ ｱﾂﾅﾘ 1:05:22南風原町134 1205 宮城　寛土 ﾐﾔｷﾞ ｶﾝﾄ 1:05:22沖縄市135 1186 伊禮　泰尚 ｲﾚｲ ﾔｽﾀｶ 1:05:23読谷村136 1199 古堅　大夢 ﾌﾙｹﾞﾝ ﾋﾛﾑ 1:05:23那覇市137 1195 仲地　拳 ﾅｶﾁ ｹﾝ 1:05:23宜野湾市138 1201 山城　匡吉 ﾔﾏｼﾛ ﾀﾀﾞﾖｼ 1:05:23豊見城市139 1141 喜久山　守仁 ｷｸﾔﾏ ﾓﾘﾋﾄ 1:05:23うるま市140 1047 平良　啓 ﾀｲﾗ ｹｲ 山浩商事 1:05:24名護市141 1046 新川　亮斗 ｱﾗｶﾜ ｱｷﾄ 1:05:36宜野湾市142 1009 丸　利夫 ﾏﾙ ﾄｼｵ 加古川走友会 1:05:54兵庫県143 1261 上地　健太朗 ｳｴﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 1:06:07那覇市144 1002 林　孝弘 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 1:06:31埼玉県145 1044 親富祖　清憲 ｵﾔﾌｿ ｾｲｹﾝ 1:06:32那覇市146 1127 仲宗根　徹 ﾅｶｿﾈ ﾄｵﾙ 1:06:33名護市147 1083 石垣　博人 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛﾄ 1:06:42名護市148 1184 屋嘉比　康耶 ﾔｶﾋﾞ ｺｳﾔ 1:06:55名護市149 1215 下山田　和裕 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ チーム比嘉 1:06:57東京都150 1015 富名腰　朝宏 ﾌﾅｺｼ ﾄﾓﾋﾛ 1:07:08南城市2019年1月20日 3/5 ページTimed by　アイサム



第60回記念NAGOハーフマラソン大会 2019/1/20
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 1020 矢野　剛 ﾔﾉ ﾂﾖｼ 1:07:14豊見城市152 1038 米須　幸一 ｺﾒｽ ｺｳｲﾁ 1:07:20沖縄市153 1075 大城　新 ｵｵｼﾛ ｼﾝ 1:07:23名護市154 1035 佐古　純 ｻｺ ｼﾞｭﾝ 1:07:32名護市155 1167 中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 1:07:34名護市156 1099 中村　彦次 ﾅｶﾑﾗ ﾋｺｼﾞ 1:07:35名護市157 1056 下地　政之 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾕｷ 1:07:43那覇市158 1148 當眞　拓 ﾄｳﾏ ﾋﾛｷ 1:08:07恩納村159 1149 漢那　剛勇 ｶﾝﾅ ｺｳﾕｳ 1:08:07うるま市160 1107 高橋　勉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 1:08:15那覇市161 1061 手登根　雄次 ﾃﾄﾞｺﾝ ﾕｳｼﾞ 1:08:26浦添市162 1230 大城　一真 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞﾏ 1:09:23名護市163 1229 大城　清貴 ｵｵｼﾛ ｷﾖﾀｶ 1:09:23名護市164 1085 米谷　秀雄 ｺﾒﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ 1:09:43宜野湾市165 1114 柿内　一仁 ｶｷｳﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 1:09:58那覇市166 1233 児玉　成邦 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙｸﾆ こだづる 1:10:01宮崎県167 1214 坂巻　直哉 ｻｶﾏｷ ﾅｵﾔ 1:10:04名護市168 1024 仲村　元太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 1:10:06名護市169 1088 棚原　正人 ﾀﾅﾊﾗ ﾏｻﾄ 1:10:09名護市170 1212 清水　保夫 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 宮崎伴走者協会 1:10:35宮崎県171 1043 小橋川　正則 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ ランビール走友会 1:10:37沖縄市172 1274 石原　昌英 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 1:10:44浦添市173 1263 川満　洋平 ｶﾜﾐﾂ ﾖｳﾍｲ 1:10:52那覇市174 1026 新里　盛彦 ｼﾝｻﾞﾄ ﾓﾘﾋｺ 1:11:06名護市175 1145 土田　大吾 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 1:11:12名護市176 1238 Dauer Hilary ﾀﾞｳｱｰ ﾋﾗﾘｰ 1:11:15北谷町177 1227 杉水流　雅斗 ｽｷﾞｽﾞﾙ ﾏｻﾄ 1:11:16宮崎県178 1036 八木　昌吾 ﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 会社員 1:11:17名護市179 1089 仲田　正也 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 1:11:17名護市180 1253 水野　友貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 1:11:23愛知県181 1157 富山　拓 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 1:11:27名護市182 1051 岸本　陽太 ｷｼﾓﾄ ﾖｳﾀ 山浩商事 1:11:29名護市183 1125 橘　和敬 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾀｶ 1:11:32東京都184 1166 上地　太博 ｳｴﾁ ﾀﾋﾛ 1:11:45本部町185 1067 崎山　栄勝 ｻｷﾔﾏ ｴｲｼｮｳ 1:11:50名護市186 1153 金城　博昭 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 1:11:53名護市187 1076 島袋　秀和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:12:00名護市188 1272 上原　寿秀 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 1:12:18那覇市189 1091 安慶名　俊光 ｱｹﾞﾅ ﾄｼﾐﾂ 1:13:36うるま市190 1055 玉城　正幸 ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ 1:14:06沖縄市191 1098 佐藤　良幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 走る親善大使 1:14:10北海道192 1117 来間　清人 ｸﾘﾏ ｷﾖﾄ 1:14:23北中城村193 1158 中村　生岳 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾀ 1:14:37名護市194 1053 當山　則雄 ﾄｳﾔﾏ ﾉﾘｵ 1:15:00恩納村195 1256 石嶺　真琴 ｲｼﾐﾈ ﾏｺﾄ 沖縄トータルロジスティクス 1:15:11うるま市196 1182 川満　幸太 ｶﾜﾐﾂ ｺｳﾀ 1:15:44名護市197 1175 天久　泰一 ｱﾒｸ ﾀｲｲﾁ 1:15:53本部町198 1146 中村　盾史 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾃﾋﾄ 1:16:02名護市199 1133 安仁屋　宗彦 ｱﾆﾔ ﾑﾈﾋｺ 会社員 1:16:27那覇市200 1252 金城　隆 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 1:16:30那覇市2019年1月20日 4/5 ページTimed by　アイサム
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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 1018 金城　盛和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾓﾘｶｽﾞ 1:17:17名護市202 1164 上間　健司 ｳｴﾏ ｹﾝｼﾞ 1:17:22名護市203 1190 金城　完太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ 1:17:25宜野座村204 1022 花城　安治 ﾊﾅｼﾛ ﾔｽｼﾞ 1:17:33嘉手納町205 1259 兼次　俊樹 ｶﾈｼ ﾄｼｷ 1:17:45名護市206 1030 伊佐　英男 ｲｻ ﾋﾃﾞｵ 1:18:06嘉手納町207 1103 zuela melton ｽﾞｴﾗ ﾒﾙﾄﾝ bagwis ng agila 1:18:09浦添市208 1027 濱門　清人 ﾊﾏｼﾞｮｳ ｷﾖﾄ 1:18:38うるま市209 1109 比嘉　達実 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾐ 1:19:00名護市210 1254 菅沼　哲哉 ｽｶﾞﾇﾏ ﾃﾂﾔ 1:19:17愛知県211 1152 Nick Jones ﾆｯｸ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 1:19:45海外212 1144 奥山　智昭 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 1:19:46読谷村213 1086 嶺井　政彦 ﾐﾈｲ ﾏｻﾋｺ 1:20:01名護市214 1093 岸本　優樹 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ 1:20:02名護市215 1079 ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ ﾌｧﾑ ﾁｭﾝ 1:20:35名護市216 1082 上間　直樹 ｳｴﾏ ﾅｵｷ 1:20:46名護市217 1102 兼城　昌吉 ｶﾈｼﾛ ｼｮｳｷﾁ 1:21:37うるま市218 1138 中村　俊矢 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 1:21:45名護市219 1126 比嘉　進 ﾋｶﾞ ｽｽﾑ 1:21:50宜野湾市220 1119 内間　常喜 ｳﾁﾏ ﾂﾈﾉﾌﾞ 東江上ＯＢ 1:22:16伊江村221 1106 金城　達二郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂｼﾞﾛｳ 1:22:35宜野座村222 1058 島袋　修 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｵｻﾑ 1:22:48名護市223 1050 比嘉　幹弘 ﾋｶﾞ ﾐｷﾋﾛ 山浩商事 1:22:48名護市224 1048 宮城　光 ﾐﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 山浩商事 1:22:48名護市225 1049 宮城　輝寿 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾙﾋｻ 山浩商事 1:22:49名護市226 1120 赤嶺　和則 ｱｶﾐﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 1:22:59糸満市227 1187 玉城　健也 ﾀﾏｷ ｹﾝﾔ 1:23:09名護市228 1161 山内　龍一 ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｲﾁ 1:23:12与那原町229 1090 渡嘉敷　昌 ﾄｶｼｷ ｼｮｳ 1:24:33名護市230 1249 池村　篤 ｲｹﾑﾗ ｱﾂｼ 1:25:33うるま市231 1170 具志堅　智紀 ｸﾞｼｹﾝ ﾄﾓｷ 1:27:13名護市232 1062 仲里　晋 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝ 1:27:28那覇市233 1271 宮平　慎一 ﾐﾔﾋﾗ ｼﾝｲﾁ 1:27:36名護市234 1222 我那覇　雅規 ｶﾞﾅﾊ ﾏｻｷ 1:27:43名護市235 1032 大城　憂也 ｵｵｼﾛ ﾕｳﾔ 1:28:04名護市236 1033 比嘉　洸太 ﾋｶﾞ ｺｳﾀ 1:28:08名護市237 1143 島袋　竜二 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｼﾞ 1:29:03うるま市238 1074 堰口　太郎 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 1:31:08名護市239 1113 比嘉　徹 ﾋｶﾞ ﾄｵﾙ 1:32:16浦添市240 1080 中村　隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1:33:08名護市241 1081 比嘉　辰行 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾕｷ 1:34:17名護市242 1041 桃原　哲朗 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾃﾂｱｷ 1:34:24那覇市243 1016 木元　勝義 ｷﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 野球審判員 1:35:13名護市244 1154 新井　健司 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 1:36:10群馬県245 1064 平間　光 ﾍｲﾏ ｱｷﾗ 1:42:46名護市246 1273 ﾛﾏﾝｽ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾛﾏﾝｽ ﾀﾞﾆｴﾙ 1:47:45名護市247 1104 岸本　明久 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ 1:47:47名護市
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