
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 11"51 与那原良貴 浦添 H20.10.24 第３９回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

1500m 4'23"88 比嘉悠人 Nature H27.11.8 第１２回秋季記録会 沖縄市
4×100mR 47"4 仲間・川満・長間・洲鎌 宮古地区 S62.11.8 第２９回沖縄中学校地区対抗 沖縄市
走幅跳 6m27 譜久山孝 与那国 S63.11.13 第３０回沖縄中学校地区対抗 名護市

砲丸投(2.721Kg) 15m24 宇良宗三 沖縄カトリック H19.10.28 第３８回ジュニアオリンピック陸上競技大会 横浜国際
100m 11"21 平田瑛大 開邦 R3.7.3 第６７回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会 県総合
1500m 4'14"18 比嘉悠人 山田 H28.8.6 第３８回九州中学校陸上競技大会 鹿児島
4×100mR 45"47 長嶺・神谷・金城・岸本 国頭地区 H24.10.20 第５４回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 県総合
走高跳 1m95 城間銀次郎 南風原 H22.10.16 第５２回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 石垣総合
100mH 13"86 小川脩平 大里 H27.8.9 第３７回九州中学校陸上競技大会 県総合
4×100mR 46"81 知念・西平・勝連・与那原 浦添 H21.7.19 第２９回沖縄県中学校夏季陸上競技大会 沖縄市
100m 10"84 新村　真人 石垣第二 H20.10.25 第３９回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

200m 22"08 新村　真人 石垣第二 H20.10.18 第５０回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 県総合
400m 48"48 平川慧 あげな R2.10.18 JOCジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020 日産スタジアム

800m 1'59"15 比嘉悠人 山田 H29.8.20 第44回全日本中学校陸上競技選手権大会 熊本県民
1500m 4'06"74 親川聖來 なんじぃAC R2.11.23 第１７回秋季記録会 県総合
2000m 6'01"8 伊敷善雅 島尻地区 S51.11.20 第１９回沖縄中学校地区対抗陸上競技大会 名護市
3000m 8'48"1 新垣魁都 城北 H22.3.12 北部長距離月例記録会 名護市

110mH(0.914m) 14"27 小川　脩平 大里 H28.8.6 第３８回九州中学校陸上競技大会 鹿児島
110mH(0.990m) 14"70 仲桝大吾 桑江 H9.10.12 第２８回ジュニアオリンピック陸上競技大会 国立

4×100mR（単独） 43"36 西平・知念・真栄田・与那原 浦添 H22.8.23 第37回全日本中学校陸上競技選手権大会
ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄ
ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ

4×100mR（混成） 43"21 瑞慶村・与那国・与那原・新村 沖縄 H20.10.26 第３９回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

後間智 与那国 H1.7.23 第９回沖縄県中学校夏季陸上競技大会 県総合
城間銀次郎 南風原 H23.10.15 第５３回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 県総合

棒高跳 4m30 仲村拓蔵 有銘 H3.11.10 第３３回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 西崎
走幅跳 6m90 小川　脩平 大里 H28.8.13 第７１回国民体育大会最終選考会 県総合
三段跳 13m80 手登根永心 沖縄尚学 H29.8.7 第３９回九州中学校陸上競技大会 KIRISHIMAﾊｲﾋﾞｽｶｽ

砲丸投(5.0Kg) 14m76 手登根武魁 久松 H27.3.14 第１９回　春季記録会 県総合
円盤投(1.5Kg) 43m59 外間勝結 与勝 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

円盤投(1.0Kg) 51m45 宇良宗松 沖縄カトリック H20.10.25 第３９回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 82m67 比嘉遥 久辺 H25.10.19 第５５回沖縄県中学校陸上競技大会 宮古島市
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(日本記録) 81m11 比嘉遥 久辺 H25.10.25 第４４回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

混成競技(四種) 2,222点 新崎　宇宙

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 12"79 岩永梨沙 北中城 H22.8.7 第３２回九州中学校陸上競技大会 佐賀県
800m 2'17"34 川本莉子 石垣島ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ H27.10.25 第４６回ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

1500m 4'54"66 仲愛琳 北谷 H27.6.28 第６１回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会 沖縄市
4×100mR 52"61 川満・比嘉・通事・齋藤 八重山 H30.10.20 第６０回沖縄県中学校陸上競技大会（秋季） 金武町
走幅跳 5m26 徳田　珠月 球陽 H28.10.29 第４７回ジュニアオリンピック陸上競技大会 神奈川
100m(電) 12"42 比屋根愛夏 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ H24.10.27 第４３回ジュニアオリンピック陸上競技大会 神奈川
800m 2'17"32 宮城亜支亜 桑江 H25.8.8 第３５回九州中学校陸上競技大会 博多の森

4×100mR 51"5 名嘉・佐和田・島袋・狩俣 那覇地区 H9.10.26 第３９回県中学校陸上競技大会 沖縄市
走高跳 1m68 大村三香 国頭地区 S60.11.10 第２７回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 名護市
80mH 12"00 渡口舞 伊良波 H29.7.15 第３７回沖縄県夏季中学校陸上競技大会 県総合

4×100mR 50"9 上間・比嘉・島尻・伊波 山内 S63.8.9 第１０回九州中学校陸上競技大会 佐賀県
100m(手) 12"3 新垣亜友美 具志川東 H3.10.5 第２２回沖縄県中学校陸上競技選手権大会 県総合
100m(電) 12"39 岩永梨沙 北中城 H24.10.20 第５４回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 県総合
200m(手) 25"4 山川綾野 金城 H7.5.6 第４５回沖縄陸上競技選手権大会 県総合
200m(電) 25"52 山川綾野 金城 H7.8.21 第２２回全国中学校陸上競技選手権大会 山梨県
400m 58"69 和宇慶愛香 具志川 H12. 台湾親善陸上競技大会 台北
800m 2'13"85 和宇慶愛香 具志川 H12.10.15 第５５回国民体育大会（とやま国体） 富山総合
1500m 4'38"34 宮城亜支亜 桑江 H25.10.25 第４４回　ジュニアオリンピック陸上競技大会 日産スタジアム

3000m 9'41"81 伊敷美和 高嶺 H7.10.15 第５０回国民体育大会（ふくしま国体） 福島県
100mH 14"27 喜久里彩吹 東風平 R3.8.5 第４３回九州中学校陸上競技大会 博多の森

4×100mR(単独) 49"36 具志堅・比屋根・岩永留・岩永梨 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ H24.9.2 第４３回全沖縄ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会 県総合
4×100mR(混成) 49"25 宮里・比屋根・岩永留・岩永梨 沖縄 H24.10.28 第43回ジュニアオリンピック陸上競技大会 神奈川

走高跳 1m69 大村三香 上本部 S61.4.27 第３６回沖縄陸上競技選手権大会 沖縄市
棒高跳 3m21 具志堅裕 名護 H13.3.18 第６回走・跳・投記録会 西崎
走幅跳 5m63 西銘たけみ 豊見城 S61.5.11 第１３回若夏国体記念記録会 沖縄市

砲丸投(2.721Kg) 14m44 友利晟弓 伊良波 R1.10.19 第６１回沖縄県中学校陸上競技大会（秋季） 宮古島市
円盤投(1.0Kg) 41m50 友利晟弓 伊良波 R1.11.3 第１６回秋季記録会 県総合
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 52m16 大城まゆ 美東 H23.10.15 第５３回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 県総合
混成競技(四種) 2534点 前田美海
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第６３回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会 県総合

県総合

沖縄記録（中学男子）
コメント（◎＝新記録／○＝タイ記録）

佐敷 H20.7.6 第５４回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会
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110mH(16"82)砲丸投(10m24)･走高跳(1m70)･400m(56"63)

走高跳

２年

沖縄記録（中学女子）
コメント（◎＝新記録／○＝タイ記録）


