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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/2 新垣　陽盛(4) 15.42/-2.7

大里南ｸﾗﾌﾞ

識名　功茉(4) 15.71/-2.7

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

亀谷　優真(4) 15.76/-2.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

古堅　壱真(4) 15.85/-2.7

稲田陸上ｸﾗﾌﾞ

砂川　　豪(4) 15.86/-2.7

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

津波　守樹(4) 16.08/-2.7

馬天ｸﾗﾌﾞ

黒島　将仁(4) 16.22/-2.7

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

戸谷　浩徳(4) 16.27/-2.7

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

男４年

１００ｍ 7/2 平川　　慧(5) 13.65/-2.9

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

島袋　俐輝(5) 14.28/-2.9

本部小

神里　　遼(5) 14.61/-2.9

津嘉山ｸﾗﾌﾞ

平良　幸誠(5) 14.82/-2.9

宮古ｸﾗﾌﾞ

山城　友亜(5) 14.94/-2.9

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

櫛引　琉星(5) 15.54/-2.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

川田　流生(5) 15.68/-2.9

屋我地ひるぎｸﾗﾌﾞ

平良　勇翔(5) 15.83/-2.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

男５年

１００ｍ 7/2 呉屋　晴飛(6) 13.15/-2.6

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

宮城　要樹(6) 13.34/-2.6

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

仲本　翔豪(6) 13.46/-2.6

NAKIJINKAYOUCLUB

下地　隆貴(6) 13.65/-2.6

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

仲田　　巧(6) 14.00/-2.6

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

佐々木孝典(6) 14.00/-2.6

羽地ｸﾗﾌﾞ

山川　　陸(6) 14.37/-2.6

さつきｸﾗﾌﾞ

男６年

１０００ｍ 7/2 吉田壮一郎(6)  3:18.75

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

大城正汰郎(6)  3:20.44

豊崎ｸﾗﾌﾞ

糸嶺　航生(6)  3:21.58

慶留間陸上ｸﾗﾌﾞ

濱田　　光(5)  3:23.10

エンドレス

喜屋武竜弥(6)  3:25.84

伊良波TFC

前泊　育汰(6)  3:26.68

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

名嘉眞亜蓮(6)  3:27.63

NAKIJINKAYOUCLUB

来間　優斗(6)  3:29.17

伊良波TFC

８０ｍＨ

(０．７６２ｍ）

7/2 橋口　　翔(6) 13.95/-3.0

伊江スポ少

上笹　倫裕(6) 14.17/-3.0

VIVA与那原

新垣　碧央(6) 14.62/-3.0

真壁ｸﾗﾌﾞ

金城　匠真(6) 16.13/-3.0

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

上原　康生(6) 16.72/-3.0

伊良波TFC

松川　准己(6) 16.94/-3.0

伊良波TFC

譜久嶺和亜(6) 17.10/-3.0

与那国陸上ｸﾗﾌﾞ

渡嘉敷洸弥(6) 17.18/-3.0

翔南ｸﾗﾌﾞ

リレー４×１００ｍ 7/2 ｽﾀﾃﾞｨｵﾝA 52.61

與那嶺瞬平(6)

仲田　　巧(6)

小渡　拓真(6)

宮城　要樹(6)

ｱｽﾘｰﾄ工房B 56.45

伊波　　颯(6)

赤嶺　響紀(6)

田島　朝夢(6)

大濱　大介(6)

黄金森JRｸﾗﾌﾞC 56.95

池間　凛斗(5)

山城　友亜(5)

吉田壮一郎(6)

下地　隆貴(6)

伊江スポ少A 57.58

大城　　心(6)

橋口　　翔(6)

島袋　翔琉(6)

儀保　賀丸(6)

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB 57.61

神谷　陽仁(5)

神里真之介(6)

鳩間　琉己(6)

玉城　梨雄(6)

VIVA与那原A 57.62

嶺井　大輝(6)

大城　飛竜(6)

東當　星斗(6)

上原　和統(6)

名護陸上ｸﾗﾌﾞA 59.49

玉城　李樹(6)

比嘉　輝綱(6)

宮平　了輔(6)

中村　啓人(6)

走高跳 7/2 田仲　逸楽(6) 1m25

大北ｵｰｼｬﾝ

大山　空希(6) 1m25

大里南ｸﾗﾌﾞ

殿村　晴希(6) 1m25

あわせJRC

饒平名一輝(6) 1m25

あわせJRC

平良　勇翔(5) 石垣島ｱｽﾘｰﾄ 1m20

比嘉吉志郎(6) 名護陸上ｸﾗﾌﾞ

中田隆之輔(6) 伊良波TFC

宜野座海晴(5) 1m20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 7/2 村山　颯野(5)   4m55/+3.3

伊良波TFC

南　慎之輔(6)   4m53/+3.7

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

金城　羅己(6)   4m40/+4.0

久辺ｸﾗﾌﾞ

岸本　輝一(6)   4m36/+3.3

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

殿村　晴希(6)   4m35/+3.3

あわせJRC

伊波　　颯(6)   4m31/+2.2

ｱｽﾘｰﾄ工房

宮城　誇南(6)   4m22/+4.3

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

宜野座海晴(5)   4m22/+1.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/2 又吉　優輔(6)  62m19

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

鳩間　琉己(6)  59m47

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

赤嶺　響紀(6)  58m68

ｱｽﾘｰﾄ工房

上地　創大(6)  58m10

豊崎ｸﾗﾌﾞ

荷川取勇人(6)  57m39

与那原東ｸﾗﾌﾞ

仲本　翔豪(6)  56m01

NAKIJINKAYOUCLUB

上間　秀平(6)  54m52

久辺ｸﾗﾌﾞ

東崎原永寿(6)  54m47

与那国ｱｽﾘｰﾄ

男共通

１００ｍ 7/2 多嘉山こころ(4) 15.55/-3.5

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

比嘉　千尋(4) 16.28/-3.5

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

仲里　結菜(4) 16.32/-3.5

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

宮里　星来(4) 16.35/-3.5

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

當眞　七海(4) 16.70/-3.5

Nature

玉城　梨子(4) 16.77/-3.5

大北ｽﾊﾟｰｽﾞ

前泊なな美(4) 16.83/-3.5

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

福元　友梨(4) 16.91/-3.5

西崎ｱｽﾘｰﾄ

女４年

１００ｍ 7/2 島村　曜莉(5) 14.39/-3.3

あわせJRC

相田　未央(5) 14.64/-3.3

豊見城ＪＲＣ

山本琉月夏(5) 14.99/-3.3

あわせJRC

玉城　麻奈(5) 15.22/-3.3

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

桃原　菜緒(5) 15.26/-3.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

斎藤　　月(5) 15.52/-3.3

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

比嘉美玖里(5) 15.71/-3.3

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

仲井間梨里(5) 15.99/-3.3

くにがみ陸上ｸﾗﾌﾞ

女５年

１００ｍ 7/2 金城　舞緒(6) 13.83/-4.0

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

上地　愛花(6) 14.00/-4.0

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

伊志嶺天花(6) 14.46/-4.0

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

大城　美怜(6) 14.95/-4.0

ｱｽﾘｰﾄ工房

比嘉　凜乃(6) 14.96/-4.0

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

久田　桜子(6) 15.08/-4.0

NAKIJINKAYOUCLUB

照屋あかり(6) 15.09/-4.0

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

大城保乃華(6) 15.20/-4.0

ｱｽﾘｰﾄ工房

女６年

１０００ｍ 7/2 国吉　愛美(6)  3:27.42

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金城　怜海(5)  3:27.57

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

金城　野風(6)  3:30.49

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

上原　梨恵子(6)  3:32.00

エンドレス

金城　夏海(6)  3:33.79

黄金森JRｸﾗﾌﾞ

親川　杏花(4)  3:35.19

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

石垣智恵美(4)  3:35.34

竹富うつぐみｸﾗﾌﾞ

棚橋　　響(6)  3:37.71

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

８０ｍＨ

(０．７６２ｍ）

7/2 金城　七星(6) 13.58/-3.3

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

新城　萌花(6) 14.82/-3.3

VIVA与那原

外間　春香(6) 15.13/-3.3

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

仲宗根　梓(6) 15.74/-3.3

VIVA与那原

金城　愛花(6) 16.69/-3.3

翔南ｸﾗﾌﾞ

名幸　唯寧(6) 16.91/-3.3

上田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

枝川　日和(6) 17.25/-3.3

くにがみ陸上ｸﾗﾌﾞ

金城志桜里(6) 17.30/-3.3

豊崎ｸﾗﾌﾞ

リレー４×１００ｍ 7/2 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟA 54.01

大城　瑠夏(6)

小橋川晃和(6)

伊佐　叶望(6)

金城　舞緒(6)

石垣島ｱｽﾘｰﾄA 55.87

新谷希乃風(6)

松原　妃萌(6)

仲嶺　まこ(6)

伊志嶺天花(6)

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 56.18

寺澤　伊吹(6)

松田　莉乃(6)

金城　七星(6)

上地　愛花(6)

あわせJRC_B 57.46

山本琉月夏(5)

山城　星楽(5)

瑞慶山歩果(5)

島村　曜莉(5)

ｱｽﾘｰﾄ工房Ａ 57.52

桃原　菜緒(5)

大城　美怜(6)

譜久里心乃(6)

大城保乃華(6)

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝA 57.68

宮城　梨琉(6)

下里　友美(6)

真武こはく(6)

比嘉　凜乃(6)

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞA 58.75

金城　夏海(6)

比嘉美玖里(5)

青山　　朱(5)

照屋あかり(6)

西崎ｱｽﾘｰﾄA 58.77

玉城　咲喜(6)

松尾　咲音(6)

大城　愛佳(6)

大城　ﾚﾍﾞｯｶ(6)

走高跳 7/2 中村　心宝(6) 1m25

津嘉山ｸﾗﾌﾞ

小川　幸知(6) 1m25

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

松田　莉乃(6) 読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1m20

平良　嶺佳(6) 北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

相田　未央(5) 豊見城ＪＲＣ

島村　曜莉(5) あわせJRC

八尋日乃香(6) 石垣島ｱｽﾘｰﾄ

田原　陽和(6) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15

兼久沙矢香(6) あわせJRC

枝川　日和(6) くにがみ陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 7/2 金城　七星(6)   4m66/+2.8

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山本琉月夏(5)   4m27/+2.9

あわせJRC

外間　春香(6)   4m18/+2.6

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

多嘉山あてね(6)   4m17/+5.2

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

小浜　希玲(6)   4m13/+3.2

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

瑞慶山歩果(5)   3m92/+3.1

あわせJRC

松田　莉乃(6)   3m74/+3.0

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

桃原　菜緒(5)   3m74/+2.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/2 友利　晟弓(6)  52m60

上田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

新谷希乃風(6)  50m23

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

国吉　姿月(6)  48m00

東風平ｸﾗﾌﾞ

平野　素土(6)  45m96

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

田原　陽和(6)  45m66

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

上原　青緒(6)  43m27

読谷ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

宮城　采音(6)  43m01

屋部ｸﾗﾌﾞ

金城　莉緒(6)  40m33

玉城AC

女共通


