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第２７回 ２０１９ おきなわマラソン きっと出会える 人・夢・愛 審 判 長:照屋 信雄
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.) 2019-02-17 09:40

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

1 30013 31:33 山城 弘弐 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｽｹ 沖 縄・コザ高校
2 30061 32:31 源河 開偉 ｹﾞﾝｶ ｶｲ 沖 縄・北山高校
3 30065 32:54 源河 夢叶 ｹﾞﾝｶ ﾕｳ 沖 縄・北山高校
4 30064 33:04 上原 大和 ｳｴﾊﾗ ﾔﾏﾄ 沖 縄・北山高校
5 30028 33:20 外間 郁也 ﾎｶﾏ ﾌﾐﾔ 沖 縄・那覇西高校
6 30059 33:24 嘉陽 英斗 ｶﾖｳ ｴｲﾄ 沖 縄・コザ高校
7 30019 33:29 八木 結 ﾔｷﾞ ﾕｲ 沖 縄・那覇西高校
8 30052 33:32 銘苅 春史 ﾒｶﾙ ﾊﾙﾌﾐ 沖 縄・那覇西高校
9 30060 33:45 新城 龍祐 ｱﾗｼﾛ ﾘｭｳｽｹ 沖 縄・北山高校
10 30017 33:53 瀬底 正樹 ｾｿｺ ﾏｻｷ 沖 縄・那覇西高校
11 30086 33:56 兼箇段 颯 ｶﾈｺﾀﾞﾝ ﾊﾔﾃ 沖 縄・知念高校
12 30029 34:05 知念 凜斗 ﾁﾈﾝ ﾘﾝﾄ 沖 縄・コザ高校
13 30079 34:12 玉城 佑己 ﾀﾏｷ ﾕｳｷ 沖 縄・知念高校
14 30069 34:13 仲井真 タイ 剣人 ﾅｶｲﾏ ﾀｲ ｹﾝﾄ 沖 縄・北山高校
15 30105 34:13 玉城 孝介 ﾀﾏｼﾛ ｷｮｳｽｹ 沖 縄・名護高校
16 30087 34:24 新垣 来人 ｱﾗｶｷ ﾗｲﾄ 沖 縄・知念高校
17 30046 34:26 裏野 凌央 ｳﾗﾉ ﾘｮｳ 神奈川・栄光学園高校
18 30021 34:34 岡 拓斗 ｵｶ ﾀｸﾄ 沖 縄・浦添高校
19 30048 34:41 箕輪 英介 ﾐﾉﾜ ｴｲｽｹ 神奈川・栄光学園高校
20 30076 34:41 久場 元矢 ｸﾊﾞ ﾓﾄﾔ 沖 縄・糸満高校
21 30040 34:43 神谷 秋寿 ｶﾐﾔ ｼｭｳﾄ 沖 縄・中部商業高校
22 30080 34:57 古堅 和馬 ﾌﾙｹﾞﾝ ｶｽﾞﾏ 沖 縄・知念高校
23 30066 35:11 喜屋武 響 ｷｬﾝ ﾋﾋﾞｷ 沖 縄・北山高校
24 30063 35:18 伊波 伶一 ｲﾊ ﾚｲｲﾁ 沖 縄・北山高校
25 30010 35:18 運天 功倖 ｳﾝﾃﾝ ﾅﾙｷ 沖 縄・那覇西高校
26 30104 35:22 金城 千夏羅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ 沖 縄・名護高校
27 30078 35:24 金城 翔理 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾘ 沖 縄・糸満高校
28 30096 35:26 大城 裕幹 ｵｵｼﾛ ﾕｳｷ 沖 縄・名護高校
29 30054 35:34 上運天 龍人 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ﾘｭｳﾄ 沖 縄・コザ高校
30 30053 35:36 幸良 琉海 ｺｳﾗ ﾘｭｳｾｲ 沖 縄・中部商業高校
31 30095 35:40 米須 一清 ｺﾒｽ ｲｯｾｲ 沖 縄・中部商業高校
32 30011 35:44 新垣 展 ｱﾗｶｷ ﾃﾝ 沖 縄・知念高校
33 30085 35:47 宜野座 金流亜 ｷﾞﾉｻﾞ 沖 縄・球陽高校
34 30012 35:57 金畑 怜穏 ｶﾅﾊﾀ ﾚｵﾝ 沖 縄・コザ高校
35 30068 36:02 渡口 怜 ﾄｸﾞﾁ ﾚｲ 沖 縄・北山高校
36 30067 36:02 當山 魁人 ﾄｳﾔﾏ ｶｲﾄ 沖 縄・北山高校
37 30074 36:20 久米 涼 ｸﾒ ﾘｮｳ 沖 縄・名護高校
38 30025 36:30 伊良波 朝丈 ｲﾗﾊ ﾄﾓﾀｹ 沖 縄・開邦高校
39 30077 36:33 榮 晴也 ｻｶｴ ｾｲﾔ 沖 縄・糸満高校
40 30081 36:52 嶺井 政寿 ﾐﾈｲ ﾏｻﾄｼ 沖 縄・名護高校
41 30073 37:40 島袋 冬羽 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾜ 沖 縄・糸満高校
42 30082 37:54 屋部 純誠 ﾔﾌﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 沖 縄・名護高校
43 30062 38:30 玉城 竜馬 ﾀﾏｷ ﾘｮｳﾏ 沖 縄・北山高校
44 30058 40:58 小禄 祐太 ｵﾛｸ ﾕｳﾀ 沖 縄・コザ高校
45 30083 41:59 岸本 陽平 ｷｼﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 沖 縄・名護高校
46 30009 43:32 與座 槙之介 ﾖｻﾞ ｼﾝﾉｽｹ 沖 縄・那覇西高校
47 30020 43:35 仲程 太陽 ﾅｶﾎﾄﾞ ﾀｲﾖｳ 沖 縄・那覇西高校
48 30041 44:17 小谷 竜斗 ｺﾀﾆ ﾘｭｳﾄ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
49 30002 44:41 豊里 豪 ﾄﾖｻﾞﾄ ｺﾞｳ 沖 縄・久米島高校
50 30056 44:42 金城 岳 ｷﾝｼﾞｮｳ ｶﾞｸ 沖 縄・コザ高校



【 記 録 表 】 Time:13:34:01 Page: 2

第２７回 ２０１９ おきなわマラソン きっと出会える 人・夢・愛 審 判 長:照屋 信雄
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.) 2019-02-17 09:40

順位 No. 記 録 氏 名 NAME 所属団体名 備 考
---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------
51 30030 45:40 鈴木 颯也 ｽｽﾞｷ ｿｳﾔ 沖 縄・OCIS
52 30101 45:49 花城 勇人 ﾊﾅｼﾛ ﾕｳﾄ 沖 縄・石川高校
53 30102 46:11 花城 永遠 ﾊﾅｼﾛ ﾄﾜ 沖 縄・中部農林高校
54 30036 47:07 南 琉真 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳﾏ 沖 縄・浦添高校
55 30045 47:36 半場 俊 ﾊﾝﾊﾞ ｼｭﾝ 神奈川・栄光学園高校
56 30007 49:37 Samuel Stebbins Samuel Stebbins ・
57 30008 49:56 外間 貴 ﾎｶﾏ ﾀｶｼ 沖 縄・島尻特別支援学校
58 30051 50:30 劉 凱文 ﾘｭｳ ｶｲﾓﾝ 神奈川・栄光学園高校
59 30050 51:15 林 謙吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 神奈川・栄光学園高校
60 30016 51:28 今村 龍誠 ｲﾏﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 三 重・三重高校
61 30043 51:41 石原 健伍 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川・栄光学園高校
62 30072 51:42 糸数 祐貴耶 ｲﾄｶｽﾞ ﾕｷﾔ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
63 30031 52:10 川満 玲生 ｶﾜﾐﾂ ﾚｲ 沖 縄・首里高校
64 30032 52:33 倉田 貴哉 ｸﾗﾀ ﾀｶﾔ 沖 縄・星槎国際高校
65 30099 52:35 宇座 優太郎 ｳｻﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 沖 縄・浦添高校
66 30024 52:45 森山 龍巳 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾐ 沖 縄・沖縄工業高校
67 30042 53:17 田中 悠太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 神奈川・栄光学園高校
68 30044 53:33 大淵 玄 ｵｵﾌﾞﾁ ｹﾞﾝ 神奈川・栄光学園高校
69 30090 53:41 岸本 裕太 ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 沖 縄・美咲特別支援学校
70 30088 53:49 宮城 伸琉 ﾐﾔｷﾞ ｼﾝﾘｭｳ 沖 縄・美咲特別支援学校
71 30037 55:49 Martin Ethan Martin Ethan ＵＳＡ・アメリカ
72 30049 56:12 伊東 悠 ｲﾄｳ ﾕｳ 神奈川・栄光学園高校
73 30004 56:24 渡口 雄善 ﾄｸﾞﾁ ﾕｳｾﾞﾝ 沖 縄・読谷高校
74 30093 56:40 崎濱 頼祈 ｻｷﾊﾏ ﾗｲｷ 沖 縄・美咲特別支援学校
75 30047 57:11 田中 智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 神奈川・栄光学園高校
76 30039 57:28 呉屋 輝一 ｺﾞﾔ ｷｲﾁ 沖 縄・島尻特別支援学校
77 30091 57:49 富山 安悠 ﾄﾐﾔﾏ ﾔｽﾋｻ 沖 縄・美咲特別支援学校
78 30014 58:11 渡慶次 光 ﾄｹｼ ﾋｶﾙ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
79 30070 58:47 大嶺 成輝 ｵｵﾐﾈ ﾅﾙｷ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
80 30015 1:01:03 TSAI YI ﾂｧｨ ｲｰ ・復華中學
81 30026 1:01:14 kinjo kiichi kinjo kiichi 沖 縄・
82 30027 1:02:09 GUO YUTONG GUO YUTONG ＣＨＮ・中華人民共和国
83 30089 1:02:17 真栄城 希仁 ﾏｴｼﾛ ｹﾆ 沖 縄・美咲特別支援学校
84 30023 1:02:38 HUANG KUANCHIEH HUANG KUANCHIEH ＣＨＮ・中華人民共和国
85 30005 1:03:59 新里 優斗 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳﾄ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
86 30094 1:08:29 外當 睦樹 ﾎｶﾄｳ ﾑﾂｷ 沖 縄・美咲特別支援学校
87 30033 1:08:38 Caldwell David Owen Caldwell David Owen ＵＳＡ・アメリカ
88 30034 1:10:21 宮里 優希 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕｳｷ 沖 縄・高等特別支援学校
89 30038 1:11:53 屋良 朝施 ﾔﾗ ﾄﾓｾ 沖 縄・島尻特別支援学校
90 30035 1:13:29 与那原 貴都 ﾖｼﾄ ﾖﾅﾊﾗ 沖 縄・沖縄高等特別支援学校
91 30103 1:15:24 中村 友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 沖 縄・昭和薬科大学附属高校
92 30092 1:17:30 上原 海 ｳｴﾊﾗ ｶｲ 沖 縄・美咲特別支援学校
93 30006 1:21:00 佐藤 挑 ｻﾄｳ ｲﾄﾞﾑ 沖 縄・北中城高校
94 30071 1:22:04 新垣 隆治 ｱﾗｶｷ ﾘｭｳｼﾞ 沖 縄・美咲特別支援学校

30001 大城 空 ｵｵｼﾛ ｿﾗ 沖 縄・那覇工業高校 DNS
30003 渡久地 輝来 ﾄｸﾞﾁ ﾃﾙｷ 沖 縄・嘉手納高校 DNS
30018 西潟 春輝 ﾆｼｶﾀ ﾊﾙｷ 沖 縄・N高等学校 DNS
30022 渡慶次 貴博 ﾄｹｼ ﾀｶﾋﾛ 沖 縄・那覇西高校 DNS
30055 新城 拓人 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 沖 縄・コザ高校 DNS
30057 饒平名 寛弥 ﾖﾍﾅ ﾋﾛﾔ 沖 縄・コザ高校 DNS

DNS:欠 場
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30075 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 沖 縄・糸満高校 DNS
30084 桃原 歩夢 ﾄｳﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ 沖 縄・知念高校 DNS
30097 屋我 平之佑 ﾔｶﾞ ﾋﾗﾉｽｹ 沖 縄・コザ高校 DNS
30098 前田 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 樹音 ﾏｴﾀﾞ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ｼﾞｭﾉﾝ 沖 縄・那覇工業高校 DNS
30100 儀間 徳磨 ｷﾞﾏ ﾄｸﾏ 沖 縄・南部工業高校 DNS
30106 岩本 一太 ｲﾜﾓﾄ ｲｯﾀ 東 京・中央高等学校 DNS
30107 長堂 拓未 ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 沖 縄・コザ高校 DNS

DNS:欠 場


