
令和５年３月５日現在
種別 種目 記録 氏名 所属 年月日 競技会名 競技場

◎ 100m 10"32 下地駿麻 東海大 R4.7.24 第７７回国民体育大会最終選考会 沖縄市

200m 21"02 木村淳 中央大 H24.7.1 第８０回大阪陸上競技選手権大会 長居

400m 46"00 木村淳 中央大 H25.5.3 第２９回静岡国際陸上競技大会 小笠原総合

◎ 800m 1'51"32 仲井真タイ剣人 関東学院大 R4.4.24 第 6 回 wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会 江戸川

1500m 3'45"82 宮平健太郎 日本薬科大 H30.7.21 秩父宮賜杯　第５８回実業団・学生対抗陸上競技大会 平塚

5000m 13'55"28 関口海月 亜細亜大 H28.7.14 ホクレン・ディスタンスチャレンジ２０１６ 北見

10000m 28'54"16 宮城普邦 早稲田大 H18.9.23 ２００６年日本体育大学大学記録会 日体大

110mH 14"11 屋宜孝志 駿河台大 H30.6.3 布勢スプリント２０１８ 布勢

400mH 50"90 渡名喜盛春 京都産業大 H11.10.25 第５４回国民体育大会（くまもと未来国体） 熊本県民

3000mSC 8'48"87 宮城壱成 かねひでAC H29.6.25 第１０１回日本陸上競技選手権大会 長居

5000mW 20'54"26 米須一清 九州共立大 R3.11.20 ２０２１福岡県長距離記録会 博多の森

10000W 42'21"14 比嘉大悟 至学館大 H29.4.8 第９回平成国際大学競歩記録会 鴻巣

4×100mR（単独） 39"91 古謝・山崎･當眞・知念 名桜大 H20.11.8 第５回秋季記録会 沖縄市

4×100mR（混成） 39"89 与那国・知念･當眞・木村 沖縄 H21.10.4 第６４回国民体育大会（にいがた国体） ﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ

100m+200m+300m+400mﾘﾚｰ 1'56"24 上原・原口・川口・山内 ＳＯＬＡ沖縄 H17.8.27 ２００５サマーナイター陸上競技選手権大会 西崎

4×400mR 3'14"15 仲池・仲元・知念・山城 中部商業高 H15.6.23 第５６回全国高校陸上競技対校選手権南九州大会 鴨池

走高跳 2m19 友利響平 環太平洋大 H30.7.14 第１７回U２０世界陸上競技選手権大会 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ﾀﾝﾍﾟﾚ

棒高跳 5m31 知念健二 中京大 H11.7.18 第５４回国民体育大会最終選考会 県総合

走幅跳 8m23 津波響樹 東洋大 R1.8.17 Athlete Night Game in FUKUI 福井

三段跳 15m85 屋良太章 友睦物流 R2.9.13 第７５回国民体育大会陸上競技選考会 県総合

砲丸投 17m28 豊里健 鹿屋体大 H23.6.12 第９５回日本陸上競技選手権大会 熊谷

円盤投 54m25 知念豪 順天堂大 H25.6.1 第３回順天堂大学記録会 順大ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

やり投 74m53 比嘉遥 九州共立大 R4.3.20 第11回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大学

ﾊﾝﾏｰ投 66m00 知念雄 順天堂大 H24.5.13 第９１回関東学生陸上競技対校選手権大会 日本大学

十種競技 7,120pts 中原晋太郎 順天堂大 H8.9.7 天皇賜杯　第６５回日本学生陸上競技対校選手権大会 国立

◎ 20Kmﾛｰﾄﾞ 58'59" 嘉数純平 国学院大 R4.2.5 2023KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON（20km途中時間） 丸亀

◎ ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ02'18" 嘉数純平 国学院大 R4.2.5 2023KAGAWAMARUGAMEINTERNATIONALHALFMARATHON（20km途中時間） 丸亀

ﾏﾗｿﾝ 2ﾟ11'26" 濱崎達規 南城市役所 H29.12.17 第４８回防府読売マラソン 防府市

20KmW 1ﾟ28'46" 比嘉大悟 至学館大 H29.3.19 第４１回全日本競歩能美大会 能美

100m 11"64 玉城　美鈴 中部商業高 H21.5.31 第５４回沖縄県高等学校陸上競技対校選手権大会 沖縄市

200m 24"24 新村　弘美 福岡大 H19.6.10 第76回日本学生陸上競技対校選手権大会 国立霞ヶ丘

400m 54"86 仲松好美 那覇高 S63.8.2 第42回高等学校陸上競技対抗選手権(ﾕﾆﾊﾞｰ記念） 兵庫

800m 2'13"85 和宇慶愛香 具志川中 H12.10.16 第５５回国民体育大会（とやま国体） 富山

1500m 4'25"77 浜川円 南部商業高 H16.10.15 平成１６年度全九州高等学校新人陸上競技大会 鴨池

3000m 9'22"39 上間静香 豊見城南高 H6.10.30 第４９回国民体育大会（わかしゃち国体） 瑞穂

5000m 16'14"92 前堂紗弥香 大阪学院大 H23.10.6 第３回神戸市長距離記録会 神戸ﾕﾆﾊﾞｰ補助

10000m 34'26"32 金城かれん 中京学院大 R1.11.23 10000m記録挑戦競技会 慶応義塾大

100mH 13"67 新里志麻 東女体育大 H13.5.20 関東学生陸上競技選手権大会 国立

400mH 58"17 津波愛樹 福岡大 R3.6.26 第105回日本陸上競技選手権大会 長居

3000mSC 10'32"03 伊野波理桜 日本体育大 R3.5.23 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 相模原

3000mW 14'19"79 安里寿乃 那覇西 H15.6.22 第56回全国高校陸上競技対校選手権南九州予選会 鴨池

◎ 5000mW 23'05"69 淺野愛菜 コザ高 R4.5.1 第７３回沖縄陸上競技選手権大会 沖縄市

10000mW 49'17"24 玉城優香 至学館大 H23.6.18 ２０１１日本学生陸上競技個人選手権大会 平塚

4×100mR 46"43 比屋根・山城・金城・津波 那覇西 H21.6.19 第６２回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 ＫＫｗｉｎｇ

4×400mR 3'51"20 岩永・古波藏・上江洲・津波 中部商業 H29.6.18 第70回全国高校陸上競技対校選手権南九州予選会 熊本県総合

走高跳 1m80 徳本鈴奈 福岡大 H28.11.26 第６８回県民体育大会 西崎

棒高跳 3m60 具志堅裕 名桜大 H17.5.22 第７５回九州学生陸上競技対抗選手権大会 鴨池

走幅跳 5m88 玉城美智代 中部商業高 H16.7.11 第５９回国民体育大会最終選考会 県総合

三段跳 12m45 小川清乃 東女体育大 H10.9.12 関東学生陸上競技選手権大会 国立

砲丸投 15m06 仲松てるみ 国士舘大 S63.6.14 第１４回全日本学生対抗陸上競技選手権大会 国立

円盤投 50m85 糸滿みや 筑波大 H25.5.3 第２９回静岡国際陸上競技大会 小笠原総合

やり投 57m44 當間汐織 九州共立大 H29.8.18 第７２回九州陸上競技選手権大会 宮崎県総合

ﾊﾝﾏｰ投 60m78 山城美貴 中京大 H19.6.9 第76回日本学生陸上競技対校選手権大会 国立霞ヶ丘

七種競技 4,961点 外間亜喜 東女体大 R1.5.26 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 相模原

10Kmﾛｰﾄﾞ 34'50" 仲間　千華 南部商業高 H18.12.23 第25回　山陽女子ロードレース大会 岡山県営発着点

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ15'56' 長山夢芽 大阪芸術大 H31.1.27 ２０１９大阪ハーフマラソン 大阪

ﾏﾗｿﾝ 2ﾟ36'41' 長山夢芽 大阪芸術大 R1.8.25 北海道マラソン２０１９ 札幌大通り公園発着

5KmW 23'09" 淺野愛菜 コザ高 R4.2.20 第３３回Ｕ２０選抜競歩大会 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ

◎ 10KmW 49'09" 淺野愛菜 コザ高 R5.2.19 第３４回Ｕ２０選抜競歩大会 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ
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沖縄県記録一覧表

100m(11"29).LJ(7m04).SP(12m89).HJ(1m93).400m(53"24).110mH(15"60).DT(38m20).PV(4m80).JT(49m94).1500m(4'55"63)

100mH(14"59).HJ(1m55).SP(10m43).200m(26"00).LJ(5m03).JT(38m98).800m(2'20"59)

コメント（◎＝新記録・○＝タイ記録)
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