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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 6/2 具志堅　陽(4) 14.64/+3.5

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

當銘　大雅(4) 14.90/+3.5

今帰仁JAC

下地　涼翔(4) 15.05/+3.5

TeamCrest

比嘉　悠雅(4) 15.18/+3.5

あわせＪＲＣ

山城　奏陽(4) 15.54/+3.5

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

大城　惇了(4) 15.63/+3.5

大宮ｸﾗﾌﾞ

津波古 琉斗(4) 15.65/+3.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

相田　理公(4) 15.80/+3.5

TeamCrest

８００ｍ 6/2 具志堅　陽(4)  2:48.40

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

津波古 琉斗(4)  2:49.02

ｱｽﾘｰﾄ工房

古堅　翔也(4)  2:51.87

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

玉城　漱汰(4)  2:55.75

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

国吉 亜輝斗(4)  2:55.94

西崎ｱｽﾘｰﾄ

阿部田健友(4)  3:00.04

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

喜納　大翔(4)  3:01.34

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

金城　伶音(4)  3:01.38

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

男４年

１００ｍ 6/2 ﾌﾗﾝｸﾘﾝ　介琉(5) 13.38/+5.5

豊見城JRC

當間　来樹(5) 13.43/+5.5

大宮ｸﾗﾌﾞ

永山　皓崇(5) 13.92/+5.5

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

古波蔵 聖(5) 13.92/+5.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

金城　聖央(5) 14.31/+5.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

津島　　蓮(5) 14.57/+5.5

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

寺崎 翔大(5) 14.70/+5.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

平良 有寿(5) 14.90/+5.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

８００ｍ 6/2 安里　直倖(5)  2:42.71

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

金城　翔太(5)  2:43.90

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

望月　拓海(5)  2:45.25

大原ｽﾎﾟｰﾂ少年団

須藤　　新(5)  2:46.27

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

當間　光琉(5)  2:48.38

なんじぃAC

山川　太生(5)  2:53.61

TeamCrest

久手堅由乙(5)  2:54.14

北丘ｱｽﾘｰﾄ

仲宗根暖日(5)  2:57.65

与那原東小

男５年

１００ｍ 6/2 平田 瑛大(6) 12.21/+3.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

平仲健士朗(6) 12.73/+3.6

新城小

比嘉　　駿(6) 12.85/+3.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

比嘉　紫凰(6) 12.95/+3.6

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

北島　碧(6) 13.17/+3.6

ｴﾝﾄﾞﾚｽ

下地 明太(6) 13.63/+3.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

西坂　　照(6) 13.68/+3.6

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

山里　漣大(6) 13.80/+3.6

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 6/2 北島　碧(6)  2:27.38

ｴﾝﾄﾞﾚｽ

森田　駿太(6)  2:30.64

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

仲里　龍太(6)  2:32.65

与那原ｱｽﾘｰﾄ

小濱　海吏(6)  2:33.41

大宮ｸﾗﾌﾞ

米村　南王(6)  2:42.61

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

玉城悠一斗(6)  2:44.72

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

池間　羚耶(6)  2:48.76

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

山名　陽彩(6)  2:49.02

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

男６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/2 川島　修斗(6)  2098

*C1石垣島ｱｽﾘｰﾄ

14.00/+5.8-1m40

鉢嶺　　洸(6)  2063

*C1豊見城JRC

13.60/+5.3-1m31

潮平　　剛(6)  1961

*C1八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

14.60/+5.8-1m37

饒平名祐大(6)  1680

*C1宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

15.64/+5.3-1m28

大城　佳太(6)  1559

*C1北丘ｱｽﾘｰﾄ

15.74/+3.5-1m19

山城　蒼生(6)  1444

*C1与那原東小

16.21/+5.3-1m16

安次嶺朝光(6)  1394

*C1与那原ｱｽﾘｰﾄ

16.91/+5.3-1m22

須藤　　新(5)  1315

*C1石垣島ｱｽﾘｰﾄ

17.37/+3.5-1m22

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/2 多嘉山太陽(6)  2236

*C1 *C3宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

4m20/+4.5-60m38

公認最高 1287点 走幅跳 NM 

小橋川浩咲(6)  2082

*C1 *C3沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

4m56/+3.3-47m84

公認最高 1032点 走幅跳 NM 

我那覇日穏(6)  1995

*C1 *C2沖縄陸協

3m97/+2.1-51m68

公認最高 1905点 走幅跳 3m65/+0.9(795)

久田　泰心(6)  1980

大宮ｸﾗﾌﾞ

4m00/+1.6-50m53

當山　　陸(5)  1955

*C1 *C2金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

4m14/+2.3-47m34

公認最高 1946点 走幅跳 4m11/+1.3(924)

泉川　寛太(6)  1944

*C1 *C2与那原東小

4m30/+2.6-44m63

公認最高 1858点 走幅跳 3m99/+0.9(891)

宜野座恵夢(6)  1927

*C1 *C3宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

4m11/+5.3-46m40

公認最高 1003点 走幅跳 NM 

久保田大耀(6)  1917

豊見城JRC

4m50/+0.7-40m57

男５年
６年

１００ｍ 6/2 砂川　うた(4) 15.64/+3.4

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

上里　菜月(4) 15.84/+3.4

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

比嘉　さら(4) 15.94/+3.4

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ

末吉 紗奈(4) 16.14/+3.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

金城　留依(4) 16.34/+3.4

TeamCrest

神谷　優奈(4) 16.44/+3.4

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

宜野座紗来(4) 16.64/+3.4

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾝﾌﾟｿﾝ ｹﾈﾃﾞｨちるる(4)16.74/+3.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

８００ｍ 6/2 呉屋星麗愛(4)  3:01.66

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

前泊のぞ美(4)  3:03.43

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

仲宗根優亜(4)  3:05.04

今帰仁JAC

仲松　愛夏(4)  3:05.64

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

金城　心晴(4)  3:09.80

翔南ｸﾗﾌﾞ

平良　海凪(4)  3:11.51

久辺ｸﾗﾌﾞ

屋比久夏音(4)  3:17.84

ｱｽﾘｰﾄ工房

伊波　好彩(4)  3:18.44

緑風ｸﾗﾌﾞ

女４年

１００ｍ 6/2 河手　伽乃(5) 14.40/+4.8

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

山城綺楽明(5) 14.57/+4.8

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

金城　海鈴(5) 14.58/+4.8

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

松川　そら(5) 14.77/+4.8

与那原東小

喜友名心羽(5) 14.78/+4.8

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

上原　優良(5) 14.95/+4.8

読谷ｱｽﾘｰﾄ

譜久嶺心香(5) 15.04/+4.8

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

８００ｍ 6/2 新垣海沙璃(5)  2:45.24

北丘ｱｽﾘｰﾄ

知念　りほ(5)  2:45.39

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

大兼久愛実(5)  2:53.78

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

宮城ひおん(5)  2:59.76

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

玉城　美空(5)  3:00.24

翔南ｸﾗﾌﾞ

國仲　麗美(5)  3:03.48

なんじぃAC

新地瑠々花(5)  3:04.03

豊見城JRC

比嘉　心徠(5)  3:04.84

今帰仁JAC

女５年

１００ｍ 6/2 宜野座沙季(6) 13.35/+5.9

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

玉城　陽向(6) 13.69/+5.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

比嘉　紗奈(6) 13.93/+5.9

久辺ｸﾗﾌﾞ

新里　真愛(6) 14.10/+5.9

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

仲村　日和(6) 14.19/+5.9

あわせＪＲＣ

下地　春音(6) 14.27/+5.9

あわせＪＲＣ

安里らいむ(6) 14.27/+5.9

豊見城JRC

笠井あやか(6) 14.39/+5.9

読谷ｱｽﾘｰﾄ

８００ｍ 6/2 金城　　蘭(6)  2:38.19

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

當山　　杏(6)  2:43.42

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

大西　咲希(6)  2:43.49

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

山内ひまり(6)  2:45.06

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

山田　玲桜(6)  2:48.12

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

粟国　　琴(6)  2:48.31

与那原東小

屋富祖弥々(6)  2:49.44

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

吉盛　祢音(6)  2:53.53

北丘ｱｽﾘｰﾄ

女６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/2 與古田詩温(6)  1949

*C1あわせＪＲＣ

13.66/+3.6-1m22

久保田咲姫(6)  1755

*C1豊見城JRC

13.98/+4.8-1m10

桐生　千空(6)  1690

*C1石垣島ｱｽﾘｰﾄ

14.77/+3.6-1m16

當銘　　凛(6)  1682

*C1石垣島ｱｽﾘｰﾄ

14.41/+4.8-1m10

景光　芳佳(6)  1650

*C1宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

15.41/+2.2-1m22

親川　ひな(6)  1648

*C1北丘ｱｽﾘｰﾄ

15.62/+4.8-1m25

赤嶺くるり(6)  1635

*C1あわせＪＲＣ

15.50/+2.2-1m22

金城　麗璃(5)  1620

*C1Nature

15.18/+4.8-1m16

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/2 砂辺　璃己(6)  1997

*C1 *C3あわせＪＲＣ

4m25/+2.4-47m96

公認最高 1034点 走幅跳 NM 

比嘉　夏女(6)  1742

*C1 *C3名護陸上ｸﾗﾌﾞ

3m78/+2.4-41m85

公認最高 910点 走幅跳 NM 

國場　りみ(6)  1673

*C1 *C3久辺ｸﾗﾌﾞ

3m21/+2.1-46m31

公認最高 1001点 走幅跳 NM 

喜納　瑚那(5)  1669

*C1 *C3東江ｸﾗﾌﾞ

3m45/+3.5-42m81

公認最高 930点 走幅跳 NM 

小渡　美紅(6)  1596

*C1 *C3ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

3m43/+5.3-39m48

公認最高 862点 走幅跳 NM 

國場　菜央(5)  1525

*C1 *C3久辺ｸﾗﾌﾞ

3m45/+2.9-35m76

公認最高 786点 走幅跳 NM 

多和田妃彩(6)  1492

*C1 *C3あわせＪＲＣ

3m70/+3.3-30m69

公認最高 683点 走幅跳 NM 

大城　里緒(6)  1488

*C1 *C3与那原ｱｽﾘｰﾄ

3m92/+4.1-27m40

公認最高 617点 走幅跳 NM 

女５年
６年

４×１００ｍＲ 6/2 ｱｽﾘｰﾄ工房A 53.43

浦上いつき(6)

譜久里　樹(6)

玉城　陽向(6)

比嘉　　駿(6)

石垣島ｱｽﾘｰﾄA 54.16

當銘　　凛(6)

比嘉　紫凰(6)

齋藤　　青(6)

新里　真愛(6)

あわせＪＲＣ_A 55.62

天願　博聖(6)

比嘉　政将(6)

下地　春音(6)

仲村　日和(6)

豊見城JRC_A 56.45

久保田咲姫(6)

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ　介琉(5)

鉢嶺　　洸(6)

安里らいむ(6)

ｱｽﾘｰﾄ工房B 57.01

島袋 綾音(6)

古波蔵 聖(5)

仲村ひより(6)

眞境名煌斗(6)

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝA 57.82

西坂　　碧(5)

西坂　　照(6)

小賦琉太郎(6)

屋良　朝音(6)

久辺ｸﾗﾌﾞA 58.31

浅井　結愛(6)

金城　澪人(6)

野村　蓮斗(6)

比嘉　紗奈(6)

沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟA 58.99

外當　和慎(6)

當山　　杏(6)

喜友名心羽(5)

小橋川浩咲(6)

男女５
年６年

凡例（*C3:走幅跳サードで公認最高/ *C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


