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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 6/17 平田　瑛大(4) 14.01/+7.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

齋藤　　青(4) 14.01/+7.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

川島　修斗(4) 14.07/+7.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

小橋川浩咲(4) 14.17/+7.9

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

平仲健士朗(4) 14.63/+7.9

新城ｸﾗﾌﾞ

小賦琉太郎(4) 15.00/+7.9

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

金城　匠真(4) 15.21/+7.9

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

新城　嘉笑(4) 15.35/+7.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

８００ｍ 6/17 北島　　碧(4)  2:47.26

エンドレス

小橋川浩咲(4)  2:49.90

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

金城　匠真(4)  2:55.03

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

屋嘉宗一郎(4)  2:55.47

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

池間　羚耶(4)  2:58.11

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

大城　琉馬(4)  2:58.55

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

宮城　太一(4)  3:03.80

豊崎ｱｽﾘｰﾄ

玉城　友悠(4)  3:04.50

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

男４年

１００ｍ 6/17 亀谷　優真(5) 13.79/+6.5

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

黒島　将仁(5) 14.11/+6.5

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

大城　貴仁(5) 14.23/+6.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

比嘉　斗夢(5) 14.54/+6.5

屋部ｸﾗﾌﾞ

仲間　晴人(5) 14.74/+6.5

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

仲村　　悠(5) 14.75/+6.5

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

洲鎌悠起也(5) 14.80/+6.5

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

富盛　　陽(5) 14.85/+6.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

男５年

１００ｍ 6/17 平川　　慧(6) 13.04/+3.2

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

仲井間徳真(6) 13.52/+3.2

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

平良　幸誠(6) 13.68/+3.2

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

平良　勇翔(6) 13.70/+3.2

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

神里　　遼(6) 13.71/+3.2

津嘉山ｸﾗﾌﾞ

山城　友亜(6) 13.77/+3.2

teamcrest

大濵　凌空(6) 13.85/+3.2

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

神里　航世(6) 14.06/+3.2

翔南陸上ｸﾗﾌﾞ

男６年

１０００ｍ 6/17 大城　朝海(6)  3:14.54

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

池間　凛斗(6)  3:15.41

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

赤嶺帆玖人(6)  3:16.90

翔南陸上ｸﾗﾌﾞ

戸谷　颯太(6)  3:17.20

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

呉屋　智大(5)  3:21.23

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

濱田　　光(6)  3:25.11

エンドレス

儀間　敦聖(6)  3:28.17

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

石川　聖斗(6)  3:30.33

豊崎ｱｽﾘｰﾄ

８０ｍＨ

(０．７６２ｍ）

6/17 大城　龍紀(6) 13.46/+3.1

上田ｱｽﾘｰﾄ

砂川　恵星(6) 14.31/+3.1

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

平良　琉貴(6) 14.72/+3.1

東風平ｸﾗﾌﾞ

高久　大和(6) 15.18/+3.1

与那原ｽﾋﾟﾘｯﾂ

儀間　陽大(6) 15.62/+3.1

与那原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山城　建次(6) 15.88/+3.1

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

高江洲　丞(6) 16.83/+3.1

豊見城ＪＲＣ

神谷　乗龍(5) 18.39/+3.1

名座喜少年

リレー４×１００ｍ 6/17 ｱｽﾘｰﾄ工房A 56.16

狩俣　和季(6)

長田　一吾(6)

池田 　澪(6)

豊川　琉夏(6)

上田ｱｽﾘｰﾄ 56.30

大城　龍紀(6)

上原　史哉(6)

城間　竜也(5)

大城　佑太(6)

名護陸上ｸﾗﾌﾞ 56.89

比嘉　一心(6)

仲地セスナ(6)

大城　朝海(6)

山名南海人(6)

翔南陸上ｸﾗﾌﾞ 59.19

野村　加偉(6)

金城　幸汰(6)

神里　航世(6)

赤嶺帆玖人(6)

津嘉山ｸﾗﾌﾞ 59.59

嘉数　錬矢(6)

大庭　幸人(6)

竹本　伊吹(6)

神里　　遼(6)

屋部ｸﾗﾌﾞ 59.63

前田　獅央(6)

今井　稟人(6)

知念　一輝(6)

池上ジェイレン(6)

名座喜少年  1:03.98

上田　大貴(6)

新城　惠人(6)

久高　凌将(6)

仲本　拓桃(6)

走高跳 6/17 新垣　華道(6) 1m30

名座喜少年

豊川　琉夏(6) ｱｽﾘｰﾄ工房 1m30

平良　勇翔(6) 石垣島ｱｽﾘｰﾄ

新里　海月(6) 1m30

与那原東ｸﾗﾌﾞ

浦崎　凌駆(6) 1m25

東風平ｸﾗﾌﾞ

平田　大空(6) 1m25

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

山城　理央(6) 1m20

与那原東ｸﾗﾌﾞ

宮里　快一(6) 1m20

稲田陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 6/17 宜野座海晴(6)   4m87/+0.8

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

村山　颯野(6)   4m54/+2.7

伊良波ＴＦＣ

山城　友亜(6)   4m51/-0.8

teamcrest

上原　史哉(6)   4m15/-0.5

上田ｱｽﾘｰﾄ

上原史心星(6)   4m00/+2.0

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

大濵　凌空(6)   3m98/+3.2

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

金城　拓波(6)   3m96/+1.3

翔南陸上ｸﾗﾌﾞ

小川　颯仁(6)   3m84/+2.9

teamcrest

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 6/17 新垣　華道(6)  51m92

名座喜少年

金城　栄力(6)  44m84

翔南陸上ｸﾗﾌﾞ

神谷　陽仁(6)  40m90

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

玉寄　蒼人(6)  40m70

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

奥田　寛也(6)  40m37

玉城AC

新城　惠人(6)  39m01

名座喜少年

屋比久侑矢(6)  38m18

東風平ｸﾗﾌﾞ

金城　　翼(6)  37m39

あわせJRC

男５年
６年

１００ｍ 6/17 宜野座沙季(4) 14.84/+2.5

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

津多　優月(4) 15.01/+2.5

津多

砂辺　璃己(4) 15.17/+2.5

あわせJRC

仲村　日和(4) 15.31/+2.5

あわせJRC

屋良　朝音(4) 15.46/+2.5

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

影光　芳佳(4) 15.60/+2.5

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

玉城　琉花(4) 15.81/+2.5

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

新里映海梨(4) 15.96/+2.5

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 6/17 金城　　蘭(4)  2:49.84

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

青山　　瑞(4)  2:53.64

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

大西　咲希(4)  2:54.62

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

儀間美乃里(4)  3:04.39

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

金城　咲来(4)  3:06.05

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

浦上いつき(4)  3:06.69

ｱｽﾘｰﾄ工房

島袋　綾音(4)  3:09.29

ｱｽﾘｰﾄ工房

岸本　夢香(4)  3:13.37

NAKIJINKAYOUCLUB

女４年

１００ｍ 6/17 今村　香保(5) 13.94/+4.0

読谷ｱｽﾘｰﾄ

多嘉山こころ(5) 14.32/+4.0

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

比嘉　千尋(5) 14.61/+4.0

読谷ｱｽﾘｰﾄ

宮里　星来(5) 14.69/+4.0

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

當眞　七海(5) 14.98/+4.0

Nature

仲里　結菜(5) 15.04/+4.0

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

浦川　綺音(5) 15.18/+4.0

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

仲地　妃凜(5) 15.33/+4.0

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

女５年

１００ｍ 6/17 島村　曜莉(6) 13.38/+6.1

あわせJRC

玉城　麻奈(6) 13.77/+6.1

白川ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

相田　未央(6) 13.77/+6.1

teamcrest

齋藤　　月(6) 13.79/+6.1

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

野原　苑佳(6) 14.13/+6.1

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

下地煌々子(6) 14.22/+6.1

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

岩本理紗子(6) 14.31/+6.1

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

女６年

１０００ｍ 6/17 當眞妃奈乃(6)  3:23.70

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

金城　怜海(6)  3:24.61

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

親川　杏花(5)  3:29.05

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

比嘉　　暖(6)  3:33.68

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

青山　　朱(6)  3:35.07

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

前泊なな美(5)  3:36.66

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

伊野波美織(6)  3:38.81

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

橘　　ゆう(6)  3:39.29

屋部ｸﾗﾌﾞ

８０ｍＨ

(０．７６２ｍ）

6/17 山本琉月夏(6) 13.75/+3.1

あわせJRC

崎本　結寧(6) 14.12/+3.1

豊見城ＪＲＣ

金城　芽依(6) 14.33/+3.1

上田ｱｽﾘｰﾄ

喜久里彩吹(5) 14.34/+3.1

八重瀬ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

宮城　夢子(6) 16.08/+3.1

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

宮里　　惠(6) 16.19/+3.1

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

大城　　桃(6) 16.42/+3.1

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

大城　乃笑(6) 16.90/+3.1

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

リレー４×１００ｍ 6/17 あわせJRC_A 55.83

山本琉月夏(6)

山城　星楽(6)

瑞慶山歩果(6)

島村　曜莉(6)

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ 57.48

平良　愛莉(6)

野原　苑佳(6)

下地煌々子(6)

岩本理紗子(6)

名護陸上ｸﾗﾌﾞA 59.72

屋冨祖糊子(6)

宮城　美結(6)

伊野波美織(6)

伊藤　璃杏(6)

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ  1:00.27

宮城　茉奈(6)

小濱　夢花(6)

仲間　杏奈(6)

宮里　桃花(6)

ｱｽﾘｰﾄ工房A  1:00.45

河田    そら(6)

津波古　彩音(6)

渡久山　萌心(6)

桃原　菜緒(6)

上本部陸上ｸﾗﾌﾞ  1:00.53

伊是名遥夏(6)

喜屋武蓮美(6)

崎原　苺華(6)

大城　帆南(6)

黄金森ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ  1:01.00

仲里　結菜(5)

青山　　朱(6)

親川　杏花(5)

比嘉美玖里(6)

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団A  1:02.32

大城りいあ(6)

大城　乃笑(6)

大城　　桃(6)

藤本マリア(6)

走高跳 6/17 比嘉　桃花(6) 1m33

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

藤田　愛海(6) 1m20

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

松堂瑛梨紗(6) 1m15

豊見城ゆたかｸﾗﾌﾞ

山城　星楽(6) 1m15

あわせJRC

根間　綺世(6) 北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1m15

安次嶺春花(6) 与那原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

野嵩　花夢(6) 1m15

豊崎ｱｽﾘｰﾄ

瑞慶山歩果(6) 1m10

あわせJRC

走幅跳 6/17 山本琉月夏(6)   4m63/-2.1

あわせJRC

相田　未央(6)   4m29/+3.2

teamcrest

山城　星楽(6)   4m27/+5.3

あわせJRC

桃原　菜緒(6)   4m25/+5.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

平良　愛莉(6)   3m99/+7.0

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

瑞慶山歩果(6)   3m87/+1.5

あわせJRC

上原　心花(6)   3m73/+4.3

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

高江洲理央(5)   3m72/-2.3

あわせJRC

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 6/17 津波古カンナ(6)  35m43

ｱｽﾘｰﾄ工房

友寄　桜香(6)  34m78

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

大城　　桃(6)  33m48

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団

上原　安梨(6)  32m44

北丘ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金城　佑采(5)  29m68

久辺ｸﾗﾌﾞ

知念妃来梨(6)  28m83

羽地ｸﾗﾌﾞ

當眞　七海(5)  28m19

Nature

久髙　翔夢(5)  27m30

豊崎ｱｽﾘｰﾄ

女５年
６年


