
令和５年３月５日現在
種別 種目 記録 氏名 所属 年月日 競技場

100m 10"49 与那国塁 那覇西 H23.8.20 第６６回九州陸上競技選手権大会 宮崎県総合

200m 21"05 知念玲亜 中部商業 H15.10.5 第30回沖縄県高等学校新人陸上競技選手権大会 県総合

◎ 300m 32"85 平川 慧 コザ R4.10.22 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第16回U18陸上競技大会 愛媛県総合

◎ 400m 47"05 平川 慧 コザ R4.6.9 第38回U20日本陸上競技選手権大会 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居

800m 1'52"49 識名黄羅 中部商業 H29.7.31 第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 山形

1500m 3'49"92 上原琉翔 北山 R3.7.28 第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 9.98（福井）

3000m 8'18"86 上原琉翔 北山 R3.10.17 ２０２１長距離記録会 沖縄市

5000m 13'56"84 上原琉翔 北山 R3.4.25 第２８６回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

10000m 29'48"67 上原琉翔 北山 R4.2.26 第９３回平成国際大学長距離競技会 鴻巣

110mH 14"20 仲桝大吾 那覇西 H12.10.18 第８回ＩＡＡＦ世界ジュニア選手権 ﾁﾘ･ｻﾝﾃｨｱｺﾞ

400mH 52"49 渡名喜盛春 小禄 H9.6.21 第50回高等学校陸上競技対校選手権南九州予選大会 水前寺

3000mSC 9'06"03 関口海月 北山 H24.6.17 第65回全国高校陸上競技対校選手権南九州予選大会 宮崎県総合

5000mW 21'37"78 米須一清 中部商業 R1.11.23 ひろしま県央競歩大会 呉市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

4×100mR 40"78 山川・仲元・仲池・知念 中部商業 H15.7.31 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 かきどまり

4×400mR 3'14"15 仲池・仲元・山城・知念 中部商業 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 2m13 奥濱練真 中部商業 H28.4.16 第２９回海邦国体記念記録会 県総合

棒高跳 5m11 知念健二 那覇西 H8.6.21 第４９回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 宮崎

走幅跳 7m67 仲元紀清 中部商業 H15.7.31 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 かきどまり

三段跳 14m79 具志堅琉海 中部商業 R1.6.16 第７２回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 白波

砲丸投(6.0Kg) 17m70 仲松美勇士クリシュナ 中部商業 H21.8.29 第２４回高等学校対抗秋季陸上競技大会 沖縄市

円盤投(1.750Kg) 54m13 藤原孝史朗 沖縄ｶﾄﾘｯｸ R1.8.17 第７４回国民体育大会最終選考会 県総合

やり投 68m62 赤嶺永哲 久米島 H4.8.5 第４５回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 宮崎

ﾊﾝﾏｰ投(6.0Kg) 65m09 知念　　雄 那覇西 H20.7.30 第６１回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 熊谷

八種競技 5,588点 前三盛敦貴 八重山 H25.7.31 第６６回全国高校陸上競技対校選手権大会 大銀ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｰﾑ

駅伝(42.195Km) 2ﾟ07'31" 上原･宮里･源河・志良堂･玉城・嘉数･大仲 北山 R2.12.20 第７１回全国高等学校駅伝競走大会 西京極

100m 11"64 玉城　美鈴 中部商業 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"50 玉城　美鈴 中部商業 H21.5.16 第６０回沖縄陸上競技選手権大会 沖縄市

400m 54"86 仲松好美 那覇 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 2'14"19 平良久美子 豊見城南 H5.6.19 第４６回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 水前寺

1500m 4'25"77 浜川円 南部商業 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 H6.10.30 第４９回国民体育大会（わかしゃち国体） 瑞穂

5000m 16'20"8 伊敷美和 豊見城南 H10.10.21 月例記録会 沖縄市

100mH 13"97 大城有利加 那覇西 H28.5.31 第６１回高等学校陸上競技対校選手権南九州予選 沖縄市

400mH 59"16 新地さゆり 那覇西 H6.9.24 第１０回日本ジュニア陸上競技選手権大会 瑞穂

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

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 1m76 徳本鈴奈 那覇西 H26.7.6 第６９回国民体育大会最終選考会 西崎

棒高跳 3m50 具志堅裕 名護 H14.10.20 第５７回国民体育大会(よさこい高知国体） 春野総合

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

◎ 三段跳 12m02 喜久里彩吹 那覇国際 R4.10.16 第４０回全九州高等学校新人陸上競技大会 ＳＡＧＡｽﾀｼﾞｱﾑ

砲丸投 14m50 仲松てるみ 興南 S60.8.25 第４０回九州陸上競技選手権大会 鴨池

円盤投 49m96 糸滿みや 那覇西 H21.11.8 第６回秋季記録会 沖縄市

やり投 53m14 當間汐織 久米島 H25.10.6 第６８回国民体育大会（東京国体） 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ

ﾊﾝﾏｰ投 55m18 本村　夏鈴 那覇西 H25.9.7 第２８回高等学校対抗秋季陸上競技大会 県総合

七種競技 4,817点 外間亜喜 那覇西 H28.8.1 第69回全国高校陸上競技対校選手権大会 岡山県総合

駅伝(21.0957Km) 1ﾟ10'33 渡名喜･伊敷･金城･山城･伊敷 豊見城南 H9.12.21 第９回全国高等学校駅伝競走大会 西京極

沖縄県高等学校記録一覧表
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