
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

3601 玉城　洋 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ
3602 大城　斉人 ｵｵｼﾛ ｻｲﾄ teamめだか
3603 諸見　達也 ﾓﾛﾐ ﾀﾂﾔ 津嘉山自動車学校
3604 我喜屋　正 ｶﾞｷﾔ ﾀﾀﾞｼ
3605 仲原　英久 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾋｻ 津嘉山自動車学校
3606 増田　浩士 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ BRAVE HEART 
3607 奥間　信康 ｵｸﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ
3608 奥間　信幸 ｵｸﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ
3609 大嶺　学 ｵｵﾐﾈ ﾏﾅﾌﾞ Milky Way
3610 田仲　康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ モンキッキーズ
3611 津野　雅弥 ﾂﾉ ﾏｻﾔ 興南高等学校
3612 屋宜　宣秀 ﾔｷﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ ちゅら琉球
3613 林　真斗 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ
3614 仲嶺　公朗 ﾅｶﾐﾈ ｷﾐｵ
3615 辻川　圭 ﾂｼﾞｶﾜ ｹｲ サイファアスリートクラブ
3616 新城　明人 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱｷﾄ Milky-Way
3617 湖城　拓 ｺｼﾞｮｳ ﾀｸ
3618 宜保　成順 ｷﾞﾎﾞ ｾｲｼﾞｭﾝ チームオリーブ
3619 野波　勉 ﾉﾊ ﾂﾄﾑ チームＯＰＰ
3620 小橋川　和哉 ｺﾊﾞｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ
3621 兼城　賢志 ｶﾈｼﾛ ｹﾝｼﾞ
3622 當間　幸秀 ﾄｳﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ ミルキーウェイ
3623 山田　創 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳ
3624 比嘉　良貴 ﾋｶﾞ ﾖｼﾀｶ カデナロケッツ
3625 知念　恵一 ﾁﾈﾝ ｹｲｲﾁ teamくまさん
3626 長名　保範 ｵｻﾅ ﾔｽﾉﾘ Team RECONF
3627 嵩下　英次郎 ﾀﾞｹｼﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ
3628 志良堂　実 ｼﾗﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ Indian
3629 髙江洲　功樹 ﾀｶｴｽ ｺｳｷ
3630 金城　正人 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ 山部
3631 福地　達志 ﾌｸｼﾞ ﾀﾂｼ チームおきぎん
3632 兼城　賢作 ｶﾈｼﾛ ｹﾝｻｸ
3633 中山　ひとし ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ
3634 江口　久 ｴｸﾞﾁ ﾋｻｼ
3635 當山　克彦 ﾄｳﾔﾏ ｶﾂﾋｺ
3636 髙里　盛重 ﾀｶｻﾞﾄ ﾓﾘｼｹﾞ モンキッキーズ
3637 大浜　直樹 ｵｵﾊﾏ ﾅｵｷ
3638 粟國　博史 ｱｸﾞﾆ ﾋﾛｼ
3639 ノダ　ヒデカツ ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ チームウォーター
3640 金城　哲 ｷﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｼ
3641 伊地　洋勝 ｲｼﾞ ﾋﾛｶﾂ
3642 城間　正人 ｼﾛﾏ ﾏｻﾄ MAIYO
3643 銘苅　孝 ﾒｶﾙ ﾀｶｼ
3644 山城　英則 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾃﾞﾉﾘ teamめだか
3645 松本　哲也 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ Team ANA
3646 小橋川　朝和 ｺﾊﾞｼｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ チームおきぎん
3647 仲宗根　雅之 ﾅｶｿﾈ ﾏｻﾕｷ Team Water
3648 仲宗根　盛徳 ﾅｶｿﾈ ｾｲﾄｸ
3649 新城　正明 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｱｷ Milky-Way
3650 浦崎　永治 ｳﾗｻｷ ｴｲｼﾞ



3651 大城　健次 ｵｵｼﾛ ｹﾝｼﾞ なし
3652 津多　韻 ﾂﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
3653 雨宮　孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ RCC
3654 嘉数　守明 ｶｶｽﾞ ﾓﾘｱｷ
3655 宮地　達郎 ﾐﾔﾁ ﾀﾂﾛｳ
3656 金澤　慶 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲ
3657 髙澤　潤史 ﾀｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ イケハラサイクル
3658 平良　均 ﾀｲﾗ ﾋﾄｼ
3659 前泊　英幸 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ マイヨ
3660 藤田　則夫 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｵ
3661 石川　哲雄 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｵ チームけんしん
3662 安里　民男 ｱｻﾄ ﾀﾐｵ 松城クリニック
3663 冨川　八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ Winterland Racing
3664 岡本　真治 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ サイファアスリートクラブ
3665 稲嶺　盛彦 ｲﾅﾐﾈ ﾓﾘﾋｺ MAIYO
3666 Chen Wei-Te Chen Wei-Te
3667 滝沢　英郎 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ
3668 奥原　耕 ｵｸﾊﾗ ｺｵ
3669 名城　守 ﾅｼﾛ ﾏﾓﾙ 津嘉山自動車学校
3670 前田　稔 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ モンキッキーズ
3671 上原　剛 ｳｴﾊﾗ ﾂﾖｼ
3672 原　啓人 ﾊﾗ ﾋﾛﾄ
3673 清水　稔 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ
3674 本郷　亮司 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ
3675 仲盛　健治 ﾅｶﾓﾘ ｹﾝｼﾞ
3676 武井　亮祐 ﾀｹｲ ﾘｮｳｽｹ
3677 山城　健 ﾔﾏｼﾛ ｹﾝ
3678 橋本　健夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｵ
3679 仲村　章浩 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ
3680 山崎　昌宏 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ
3681 渡辺　研太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
3682 三次　匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ うちのお父さん
3683 由田　奨 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ
3684 北山　敏和 ｷﾀﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 田辺アイアンマントライアスリートクラブ
3685 桃原　充 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾐﾂﾙ
3686 中島　黄太 ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ
3687 稲嶺　盛祐紀 ｲﾅﾐﾈ ﾓﾘﾕｷ
3688 高良　幸一 ﾀｶﾗ ｺｳｲﾁ
3689 眞栄城　玄太 ﾏｴｼﾛ ｹﾞﾝﾀ
3690 前里　龍也 ﾏｴｻﾞﾄ ﾀﾂﾔ ミニベロ倶楽部
3691 平良　大祐 ﾀｲﾗ ﾀﾞｲｽｹ
3692 松田　則彦 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 琉球ダイハツ
3693 大城　盛善 ｵｵｼﾛ ｾｲｾﾞﾝ
3694 三ツ木　隆司 ﾐﾂｷﾞ ﾀｶｼ
3695 奥田　壮 ｵｸﾀﾞ ﾀｹｼ 大阪医科薬科大学自転車部
3696 藤田　紘史郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾛｳ
3697 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ
3698 當山　清太 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖﾀ
3699 MEREU　MARCELLO MEREU MARCELLO
3700 近藤　洋三 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｿﾞｳ 南大阪テイルウインド
3701 菅野　勝義 ｶﾝﾉ ｶﾂﾞﾖｼ
3702 伊波　興博 ｲﾊ ｵｷﾋﾛ



3703 東向　利裕 ﾋｶﾞｼﾑｷ ﾄｼﾋﾛ ヤマダサイクル
3704 糸数　長浩 ｲﾄｶｽﾞ ﾅｶﾞﾋﾛ
3705 生方　耕樹 ｳﾌﾞｶﾀ ｺｳｷ
3706 山川　拓真 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ
3707 高山　将尚 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾅｵ
3708 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ
3709 松尾　和哉 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ
3710 兼城　豊人 ｶﾈｼﾛ ﾄﾖﾄ
3711 大島　裕 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ
3712 山中　祥弘 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ
3713 金城　二十紀 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾌﾄｷ
3714 福島　健二 ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ Tchula-guecon
3715 前野　良人 ﾏｴﾉ ﾖｼﾄ オダックス近畿
3716 小林　勇滋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ
3717 椿本　伸一 ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ｼﾝｲﾁ
3718 当山　朝久 ﾄｳﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ
3719 武蔵　貴光 ﾑｻｼ ﾀｶﾐﾂ
3720 大島　裕貴 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 豊見城南
3721 米盛　英樹 ﾖﾈﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ
3722 宮城　壱成 ﾐﾔｷﾞ ｲｯｾｲ
3723 宮城　貴大 ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ
3724 辻野　巨樹 ﾂｼﾞﾉ ﾅｵｷ TEAM KIDS
3725 金城　邦明 ｷﾝｼﾞｮｳ ｸﾆｱｷ カデナロケッツ
3726 仲間　義則 ﾅｶﾏ ﾖｼﾉﾘ ミルキーウェイ
3727 赤嶺　隆 ｱｶﾐﾈ ﾀｶｼ ミルキウェイ
3728 金城　勝太 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ Yasigani Works
3729 崎山　嗣峰 ｻｷﾔﾏ ﾂｸﾞﾀｶ ミルキーウェイ
3730 謝敷　宗孝 ｼﾞｬｼｷ ﾑﾈﾀｶ TEAM OLIVe
3731 幸地　孝 ｺｳﾁ ﾀｶｼ ミルキーウェイ
3732 具志堅　英史 ｸﾞｼｹﾝ ﾋﾃﾞﾌﾐ
3733 神谷　きよと ｶﾐﾔ ｷﾖﾄ 西崎特別支援学校
3734 橋本　涼 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
3735 渡久地　育哉 ﾄｸﾞﾁ ｲｸﾔ
3736 玉城　強 ﾀｶｷ ﾂﾖｼ
3737 又吉　喬野 ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾔ
3738 嘉陽　宗靖 ｶﾖｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 無
3739 上原　彦朗 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾛｳ モンキッキーズ
3740 崎山　喜旭 ｻｷﾔﾏ ﾊﾙｷ 県立南部医療センター
3741 友利　隼人 ﾄﾓﾘ ﾊﾔﾄ 県立南部医療センター
3742 大城　開偉 ｵｵｼﾛ ｶｲ MAIYO
3743 池宮城　篤 ｲｹﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ
3744 新里　友規 ｼﾝｻﾞﾄ ﾕｳｷ Bluerhino
3745 金城　佑飛 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ 興南高校
3746 長嶺　由誠 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾄﾓ
3747 宮城　直樹 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵｷ Team本部町役場
3748 岸本　昊太郎 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 興南高校
3749 内間　康太 ｳﾁﾏ ｺｳﾀ 興南高校
3750 島袋　裕輝 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｷ アドヴァン
3751 大野　峻 ｵｵﾉ ﾀｶｼ
3752 山根　靖幸 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾕｷ
3753 祖堅　眞賀留 ｿｹﾝ ﾏｶﾙ 繁樹園＆SKD
3754 金城　棟啓 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄｳｹｲ



3755 仲宗根　諒大 ﾅｶｿﾈ ﾘｵ 辺土名高校
3756 當間　嗣泰 ﾄｳﾏ ﾂｸﾞﾔｽ 繁樹園
3757 兼城　勝則 ｶﾈｼﾛ ｶﾂﾉﾘ occc
3758 豊里　友仁 ﾄﾖｻﾞﾄ ﾄﾓﾉﾘ TR
3759 牛窓　八州典 ｳｼﾏﾄﾞ ﾔｽﾉﾘ
3760 黄　裕勝 ｺｳ ﾕｳｼﾕ
3761 上原　琉之介 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 糸満高校
3762 村上　基 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｷ
3763 東江　熙 ｱｶﾞﾘｴ ﾋﾛﾑ 拓殖大学紅陵高等学校


