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第２６回 ２０１８ おきなわマラソン　きっと出会える　人・夢・愛 審 判 長:久保田　孝之
主　催：中部広域市町村圏事務組合/琉球新報社/沖縄テレビ放送/沖縄陸上競技協会 記録主任:我謝　英之
　　　　沖縄県総合運動公園指定管理者トラステック・ミズノ共同企業体
主　管：おきなわマラソン実行委員会　　共　催：沖縄県高等学校体育連盟
コース：沖縄県総合運動公園スタート・フィニッシュ おきなわマラソンコース
****************************************
* 男子高校 １０ｋｍ *
****************************************
測定区分:ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ(T.T.) 2018-02-18 09:40

順位 No. 記 録 氏 名 NAME 所属団体名 備 考
---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------

1 30172 31:24 島袋　太佑 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾕｳ 沖　縄・北山高校
2 30011 31:55 當山　凌司 ﾄｳﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 沖　縄・中部商業高校
3 30167 31:55 上原　大和 ｳｴﾊﾗ ﾔﾏﾄ 沖　縄・北山高校
4 30049 32:09 山城　弘弐 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｽｹ 沖　縄・コザ高校
5 30173 32:28 新城　龍祐 ｱﾗｼﾛ ﾘｭｳｽｹ 沖　縄・北山高校
6 30018 32:48 仲宗根　良真 ﾅｶｿﾈ ﾘｮｳﾏ 沖　縄・コザ高校
7 30013 33:04 比嘉　良悟 ﾋｶﾞ ﾘｮｳｺﾞ 沖　縄・那覇西高校
8 30045 33:09 長堂　拓未 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 沖　縄・コザ高校
9 30147 33:12 崎山　喜志 ｻｷﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 沖　縄・名護高校

10 30046 33:13 金城　岳 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 沖　縄・コザ高校
11 30088 33:25 玉那覇　圭佑 ﾀﾏﾅﾊ ｹｲｽｹ 沖　縄・知念高校
12 30165 33:35 源河　夢叶 ｹﾞﾝｶ ﾕｳ 沖　縄・北山高校
13 30029 33:38 比嘉　航斗 ﾋｶﾞ ｺｳﾄ 沖　縄・那覇西高校
14 30174 33:41 大内　翔斗 ｵｵｳﾁ ｼｮｳﾄ 沖　縄・北山高校
15 30015 34:21 金城　達己 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂｷ 沖　縄・那覇西高校
16 30168 34:35 比嘉　龍 ﾋｶﾞ ﾘｭｳ 沖　縄・北山高校
17 30163 34:40 伊波　伶一 ｲﾊ ﾚｲｲﾁ 沖　縄・北山高校
18 30089 34:45 東江　樹 ｱｶﾞﾘｴ ｲﾂｷ 沖　縄・知念高校
19 30151 34:47 玉城　孝介 ﾀﾏｼﾛ ｷｮｳｽｹ 沖　縄・名護高校
20 30028 34:51 外間　郁也 ﾎｶﾏ ﾌﾐﾔ 沖　縄・那覇西高校
21 30153 35:04 久米　涼 ｸﾒ ﾘｮｳ 沖　縄・名護高校
22 30086 35:09 古見　仁也 ｺﾐ ｼﾞﾝﾔ 沖　縄・知念高校
23 30034 35:13 神谷　秋寿 ｶﾐﾔ ｼｭｳﾄ 沖　縄・中部商業高校
24 30171 35:21 仲井真　タイ剣人 ﾅｶｲﾏ ﾀｲｹﾝﾄ 沖　縄・北山高校
25 30166 35:22 国吉　尋矢 ｸﾆﾖｼ ｼﾞﾝﾔ 沖　縄・北山高校
26 30033 35:43 狩野　龍冴 ｶﾘﾉ ﾘｭｳｶﾞ 沖　縄・中部商業高校
27 30087 35:45 新垣　展 ｱﾗｶｷ ﾃﾝ 沖　縄・知念高校
28 30004 35:46 嘉陽　英斗 ｶﾖｳ ｴｲﾄ 沖　縄・コザ高校
29 30017 36:25 大城　颯太 ｵｵｼﾛ ｿｳﾀ 沖　縄・コザ高校
30 30019 36:34 東蔵盛　幹斗 ﾋｶﾞｼｸﾗﾓﾘ ﾏｻﾄ 沖　縄・八重山高校
31 30090 36:51 島袋　令基 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾊﾙｷ 沖　縄・知念高校
32 30135 37:00 米須　雄真 ｺﾒｽ ﾕｳﾏ 沖　縄・宜野湾高校
33 30027 37:08 運天　功倖 ｳﾝﾃﾝ ﾅﾙｷ 沖　縄・那覇西高校
34 30148 37:17 山城　樹 ﾔﾏｼﾛ ｲﾂｷ 沖　縄・名護高校
35 30162 37:45 榮野川　晴生 ｴﾉｶﾜ ﾊﾙｷ 沖　縄・コザ高校
36 30035 38:00 米須　一清 ｺﾒｽ ｲｯｾｲ 沖　縄・中部商業高校
37 30021 38:13 與座　槙之介 ﾖｻﾞ ｼﾝﾉｽｹ 沖　縄・那覇西高校
38 30026 38:13 座安　昭伍 ｻﾞﾔｽ ｼｮｳｺﾞ 沖　縄・那覇西高校
39 30048 40:30 小禄　祐太 ｵﾛｸ ﾕｳﾀ 沖　縄・コザ高校
40 30137 41:39 諸星　遼河 ﾓﾛﾎﾞｼ ﾘｮｳｶﾞ 神奈川・栄光学園高校
41 30036 42:27 上地　彪雅 ｳｴﾁ ﾋｮｳｶﾞ 沖　縄・那覇西高校
42 30031 42:57 伊保　光輔 ｲﾎ ｺｳｽｹ 沖　縄・中部農林高校
43 30142 43:04 逸見　蒼真 ｲﾂﾐ ｿｳﾏ 神奈川・栄光学園高校
44 30123 43:25 比嘉　晃也 ﾋｶﾞ ｺｳﾔ 沖　縄・宜野湾高校
45 30103 43:54 安里　大地 ｱｻﾄ ﾀﾞｲﾁ 沖　縄・宜野湾高校
46 30099 44:20 砂辺　翔真 ｽﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ 沖　縄・宜野湾高校
47 30105 44:34 上原　燈弥 ｳｴﾊﾗ ﾄｳﾔ 沖　縄・宜野湾高校
48 30139 45:02 中澤　樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 神奈川・栄光学園高校
49 30091 45:56 普天間　彪 ﾌﾃﾝﾏ ﾋｮｳ 沖　縄・前原高校
50 30066 45:57 仲里　出帆 ﾅｶｻﾞﾄ ｲｽﾞﾎ 沖　縄・前原高校
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51 30057 46:01 伊波　光汰 ｲﾊ ｺｳﾀ 沖　縄・前原高校
52 30144 46:16 高嶋　蒼太 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 神奈川・栄光学園高校
53 30054 46:25 田場　颯 ﾀﾊﾞ ﾊﾔﾃ 沖　縄・前原高校
54 30055 46:46 花城　海渡 ﾊﾅｼﾛ ｶｲﾄ 沖　縄・前原高校
55 30003 47:06 渡久地　輝来 ﾄｸﾞﾁ ﾃﾙｷ 沖　縄・嘉手納高校
56 30001 47:06 翁長　勇斗 ｵﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 沖　縄・北谷高校
57 30032 47:06 渡慶次　勇介 ﾄｹｼ ﾕｳｽｹ 沖　縄・読谷高校
58 30106 47:50 宇保　彰洋 ｳﾎ ｱｷﾋﾛ 沖　縄・宜野湾高校
59 30100 47:51 伊波　翔陽 ｲﾊ ｼｮｳﾖ 沖　縄・宜野湾高校
60 30131 48:07 STONE KC ｽﾄｰﾝ ｹｲｼ 沖　縄・宜野湾高校
61 30014 48:08 玉屋　諒 ﾀﾏﾔ ﾘｮｳ 沖　縄・大平特別支援学校
62 30161 48:19 儀門　徳磨 ｷﾞﾏ ﾄｸﾏ 沖　縄・南部工業高校
63 30107 48:26 奥間　悠貴 ｵｸﾏ ﾕｳｷ 沖　縄・宜野湾高校
64 30079 48:42 天久　琉聖 ｱﾒｸ ﾘｭｳｾｲ 沖　縄・前原高校
65 30124 48:42 前原　琉人 ﾏｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 沖　縄・宜野湾高校
66 30058 48:43 村川　武琉 ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾙ 沖　縄・前原高校
67 30025 48:56 前田　大樹 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
68 30095 49:19 飯田　優希 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
69 30140 49:37 原嶋　大地 ﾊﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 神奈川・栄光学園高校
70 30122 49:55 中村　優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 沖　縄・宜野湾高校
71 30053 49:56 岸本　侑朋 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾄﾓ 沖　縄・前原高校
72 30065 49:57 小橋川　拓也 ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 沖　縄・前原高校
73 30145 49:59 古賀　亮太朗 ｺｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川・栄光学園高校
74 30041 50:00 松尾　光祥 ﾏﾂｵ ﾐﾂﾖｼ 沖　縄・那覇国際高校
75 30083 50:20 喜屋武　颯 ｷｬﾝ ﾊﾔﾃ 沖　縄・前原高校
76 30119 50:32 友寄　直明 ﾄﾓﾖｾ ﾅｵｱｷ 沖　縄・宜野湾高校
77 30077 50:36 上地　幸成 ｳｴﾁ ﾕｷﾅﾘ 沖　縄・前原高校
78 30146 51:12 小島　笑 ｺｼﾞﾏ ｴﾐ 神奈川・栄光学園高校
79 30073 51:16 仲村渠　皓太 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｺｳﾀ 沖　縄・前原高校
80 30108 51:22 喜瀬　慎也 ｷｾ ｼﾝﾔ 沖　縄・宜野湾高校
81 30114 51:22 棚原　慶 ﾀﾅﾊﾗ ｹｲ 沖　縄・宜野湾高校
82 30157 51:31 砂川　竜也 ｽﾅｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 沖　縄・美咲特別支援学校
83 30134 51:53 呉屋　瑠稀 ｺﾞﾔ ﾘｭｳｷ 沖　縄・宜野湾高校
84 30117 51:54 當銘　琉空 ﾄｳﾒ ﾘｸ 沖　縄・宜野湾高校
85 30005 52:07 湧川　稼頭仁 ﾜｸｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 沖　縄・美咲特別支援学校
86 30118 52:10 徳村　心 ﾄｸﾑﾗ ｺｺﾛ 沖　縄・宜野湾高校
87 30010 52:35 宮城　翔 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
88 30068 52:39 宮里　陸 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾘｸ 沖　縄・前原高校
89 30082 52:39 宮里　朝陽 ﾐﾔｻﾞﾄ ｱｻﾋ 沖　縄・前原高校
90 30111 52:42 國頭　穂高 ｸﾆｶﾞﾐ ﾎﾀﾞｶ 沖　縄・宜野湾高校
91 30112 52:47 古謝　楽喜 ｺｼﾞｬ ﾗｯｷ 沖　縄・宜野湾高校
92 30129 52:49 山内　聖志郎 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖｼﾛｳ 沖　縄・宜野湾高校
93 30125 53:13 眞喜志　隼聖 ﾏｷｼ ﾊﾔｾ 沖　縄・宜野湾高校
94 30052 53:35 緑間　匠史 ﾐﾄﾞﾘﾏ ﾀｸﾐ 沖　縄・前原高校
95 30074 53:48 新垣　創也 ｱﾗｶｷ ｿｳﾔ 沖　縄・前原高校
96 30127 53:56 宮城　郁生 ﾐﾔｷﾞ ﾌﾐｷ 沖　縄・宜野湾高校
97 30116 54:08 照喜名　瑠 ﾃﾙｷﾅ ﾙｲ 沖　縄・宜野湾高校
98 30120 54:08 仲西　駿貴 ﾅｶﾆｼ ﾄｼｷ 沖　縄・宜野湾高校
99 30043 54:22 城間　啓吾 ｼﾛﾏ ｹｲｺﾞ 沖　縄・沖縄工業高校
100 30113 54:26 平良　那生 ﾀｲﾗ ﾅｵ 沖　縄・宜野湾高校
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101 30030 54:30 宇地原　健太 ｳﾁﾊﾗ ｹﾝﾀ 沖　縄・沖縄ろう学校
102 30110 54:38 金城　五蕗 ｷﾝｼﾞｮｳ ｲﾌﾞｷ 沖　縄・宜野湾高校
103 30056 55:08 宮里　太一 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｲﾁ 沖　縄・前原高校
104 30060 55:08 大城　康輝 ｵｵｼﾛ ｺｳｷ 沖　縄・前原高校
105 30059 55:08 大嶺　優 ｵｵﾐﾈ ﾕｳ 沖　縄・前原高校
106 30061 55:08 上運天　翔 ｳｴｳﾝﾃﾝ ｶｹﾙ 沖　縄・前原高校
107 30064 55:08 上原　正覇 ｳｴﾊﾗ ｾｲﾊ 沖　縄・前原高校
108 30084 55:18 仲村渠　斗也 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ﾄｵﾔ 沖　縄・前原高校
109 30069 55:29 大宜見　日向 ｵｵｷﾞﾐ ﾋﾅﾀ 沖　縄・前原高校
110 30115 55:40 知念　龍之介 ﾁﾈﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 沖　縄・宜野湾高校
111 30121 55:40 仲村　海輝 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｷ 沖　縄・宜野湾高校
112 30136 56:10 瀧田　悠貴 ﾀｷﾀﾞ ﾕｳｷ 沖　縄・宜野湾高校
113 30143 56:27 洲崎　史苑 ｽｻｷ ｼｵﾝ 神奈川・栄光学園高校
114 30039 56:39 知念　真生 ﾁﾈﾝ ﾏｵ 沖　縄・前原高校
115 30126 56:44 真境名　一聡 ﾏｼﾞｷﾅ ｶｽﾞｻ 沖　縄・宜野湾高校
116 30067 56:56 冨着　瑛仁 ﾌﾁｬｸ ｴｲﾄ 沖　縄・前原高校
117 30081 56:56 安富　尚吾 ﾔｽﾄﾐ ｼｮｳｺﾞ 沖　縄・前原高校
118 30070 57:00 大城　光太郎 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ 沖　縄・前原高校
119 30071 57:11 大城　詩音 ｵｵｼﾛ ｼｵﾝ 沖　縄・前原高校
120 30062 57:13 平良　傑 ﾀｲﾗ ｽｸﾞﾙ 沖　縄・前原高校
121 30080 57:16 比屋根　一誠 ﾋﾔﾈ ｲｯｾｲ 沖　縄・前原高校
122 30141 57:40 出口　諒 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳ 神奈川・栄光学園高校
123 30022 58:08 天久　一星 ｱﾒｸ ｲｯｾｲ 沖　縄・北谷高校
124 30092 58:33 山城　唯斗 ﾔﾏｼﾛ ﾕｲﾄ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
125 30158 58:49 富山　安悠 ﾄﾐﾔﾏ ﾔｽﾋｻ 沖　縄・美咲特別支援学校
126 30038 58:52 石塚　美南海 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾅﾐ 沖　縄・球陽高校
127 30128 59:25 宮平　陸 ﾐﾔﾋﾗ ﾘｸ 沖　縄・宜野湾高校
128 30156 59:56 當眞　嗣久 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾋｻ 沖　縄・美咲特別支援学校
129 30012 1:00:15 森山　龍巳 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾐ 沖　縄・沖縄工業高校
130 30109 1:00:15 金城　光駿 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾀｶ 沖　縄・宜野湾高校
131 30155 1:01:04 瑞慶山　翔 ｽﾞｹﾔﾏ 沖　縄・美咲特別支援学校
132 30133 1:01:06 新城　宏昂 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾀｶ 沖　縄・宜野湾高校
133 30037 1:01:52 佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 沖　縄・前原高校
134 30102 1:02:20 天久　貴裕 ｱﾒｸ ﾀｶﾋﾛ 沖　縄・宜野湾高校
135 30076 1:03:31 新城　詞也 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐﾔ 沖　縄・前原高校
136 30063 1:03:52 上里　聖 ｳｴｻﾞﾄ ｼｮｳ 沖　縄・前原高校
137 30072 1:03:53 我謝　陽向 ｶﾞｼﾞｬ ﾋﾅﾀ 沖　縄・前原高校
138 30154 1:04:53 山田　恋 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ 沖　縄・美里工業高校
139 30023 1:04:55 本村　風雅 ﾓﾄﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 沖　縄・宮古高校
140 30006 1:06:07 kinjo kiichi kinjo kiichi 沖　縄・与勝高校
141 30008 1:06:17 陳　瀚民 chen hanmin 沖　縄・美里工業高校
142 30093 1:06:35 吉味　龍弥 ﾖｼﾐ ﾀﾂﾔ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
143 30016 1:07:11 古謝　慧史朗 ｺｼﾞｬ ｹｲｼﾛｳ 沖　縄・美里工業高校
144 30044 1:07:31 渡慶次　ひかる ﾄｹｼ ﾋｶﾙ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
145 30078 1:08:38 登川　竜河 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 沖　縄・前原高校
146 30159 1:09:01 西銘　仁章 ﾆｼﾒ ﾋﾄｱｷ 沖　縄・美咲特別支援学校
147 30094 1:09:56 比嘉　樹志 ﾋｶﾞ ﾀﾂﾕｷ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
148 30040 1:10:17 伊集　良太 ｲｽﾞ ﾘｮｳﾀ 沖　縄・美来工科高校
149 30050 1:11:20 新里　優斗 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳﾄ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
150 30009 1:11:30 佐藤　挑 ｻﾄｳ ｲﾄﾞﾑ 沖　縄・北中城高校
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151 30024 1:14:03 岩田　悠李 ｲﾜﾀ ﾕｳﾘ 沖　縄・沖縄高等特別支援学校
152 30020 1:21:24 WU JHAN-HONG WU JHAN-HONG ＴＰＥ・台湾
153 30175 1:21:57 喜屋武　泰誠 ｷｬﾝ ﾀｲｾｲ 沖　縄・北山高校
154 30164 1:21:57 森田　大翔 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾄ 沖　縄・北山高校

30002 源河　夢叶 ｹﾞﾝｶ ﾕｳ 沖　縄・北山高校 DNS
30007 Liu Chao Yu Liu Chao Yu ＴＰＥ・台湾 DNS
30042 仲井間　宗弥 ﾅｶｲﾏ ｿｳﾔ 沖　縄・興南高校 DNS
30047 饒平名　寛弥 ﾖﾍﾅ ﾋﾛﾔ 沖　縄・コザ高校 DNS
30051 前田　壮哉 ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾔ 沖　縄・名護高校 DNS
30075 大嶺　玲亜 ｵｵﾐﾈ ﾚｱ 沖　縄・前原高校 DNS
30085 桃原　歩夢 ﾄｳﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ 沖　縄・知念高校 DNS
30096 幸地　琉偉 ｺｳﾁ ﾙｲ 沖　縄・美来工科高校 DNS
30097 ﾚﾝｷｽﾄ 凱 ﾚﾝｷｽﾄ ｶﾞｲ 沖　縄・カデナハイスクール DNS
30098 瀧田　悠貴 ﾀｷﾀﾞ ﾕｳｷ 沖　縄・宜野湾高校 DNS
30101 新垣　成寿 ｱﾗｶｷ ｾｲｼﾞｭ 沖　縄・宜野湾高校 DNS
30104 東江　健光 ｱｶﾞﾘｴ ﾀｹﾋﾛ 沖　縄・宜野湾高校 DNS
30130 與那嶺　良介 ﾖﾅﾐﾈ ﾘｮｳｽｹ 沖　縄・宜野湾高校 DNS
30132 末吉　悠純 ｽｴﾖｼ ﾕｲﾄ 沖　縄・宜野湾高校 DNS
30138 永田　渉 ﾅｶﾞﾀ ﾜﾀﾙ 神奈川・栄光学園高校 DNS
30149 當真　佑太 ﾄｳﾏ ﾕｳﾀ 沖　縄・名護高校 DNS
30150 上原　大政 ｳｴﾊﾗ ﾀｲｾｲ 沖　縄・名護高校 DNS
30152 岸本　陽平 ｷｼﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 沖　縄・名護高校 DNS
30160 新垣　光基 ｱﾗｶｷ ｺｳｷ 沖　縄・興南高校 DNS
30169 三ツ岩　森之 ﾐﾂｲﾜ ｼﾝｼ 沖　縄・北山高校 DNS
30170 我那覇　魁渡 ｶﾞﾅﾊ ｶｲﾄ 沖　縄・北山高校 DNS
30176 前島　春汰 ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 沖　縄・北山高校 DNS
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