
期日：令和元年８月４日（日）会場：西崎陸上競技場

主催：ＮＰＯ法人　糸満市体育協会
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1 １００ｍ 中１男子 上原　祐太 13秒20 高嶺中 近藤　拓志 13秒40 西崎中 伊敷　祐空 13秒45 潮平中 仲地　武盛 13秒75 潮平中 兼島　景斗 13秒75 糸満中 金城　来夢 14秒07 三和中 上原　昭千 14秒44 糸満中 平田　太志朗 14秒68 三和中

2 １００ｍ 中２男子 南崎　稜侃 13秒02 高嶺中 上原　涼登 13秒26 西崎中 金城　善輝 13秒40 潮平中 大城　凌悟 13秒42 兼城中 大城　和平 13秒57 兼城中 東風平　佳希 13秒63 糸満中 糸数　奏哉 13秒79 潮平中 山城　璃音 14秒41 三和中

3 １００ｍ 共通男子 大城　清冴 12秒20 高嶺中 金城　偶生 12秒40 高嶺中 下里　聖彦 12秒58 潮平中 山城　樹 12秒74 兼城中 兼元　慶 12秒92 糸満中 金城　喜也 12秒92 三和中 又吉　莉駆 12秒99 西崎中 延原　陽仁 13秒12 糸満中

4 ２００ｍ 共通男子 大城　清冴 24秒14 高嶺中 金城　偶生 24秒64 高嶺中 徳元　慶太 24秒92 三和中 上原　爽嗣 25秒23 西崎中 金城　南隆 25秒78 三和中 香月　翔 25秒80 兼城中 平田　李維 26秒28 潮平中 玉城　飛翔 26秒34 糸満中

5 ８００ｍ 共通男子 上原　爽嗣 2分13秒78 西崎中 仲間　和仁 2分18秒32 西崎中 喜屋武　快哉 2分25秒13 糸満中 上温湯　斗真 2分26秒79 兼城中 川田　潮恩 2分28秒46 高嶺中 照屋　大翔 2分33秒89 三和中 赤嶺　条 2分36秒94 潮平中 大城　大輝 2分37秒37 潮平中

6 １５００ｍ 中１男子 上原　祐太 5分06秒68 高嶺中 上原　和仁 5分12秒76 糸満中 新屋　颯波 5分12秒94 三和中 赤嶺　琉翔 5分14秒25 潮平中 大城　拓登 5分23秒32 潮平中 金城　来夢 5分24秒76 三和中 大城　瑠生 5分28秒97 糸満中 花田　琉之介 5分28秒97 西崎中

7 １５００ｍ 中２男子 前田　鈴音 4分53秒37 糸満中 小嶺　仁 4分57秒83 潮平中 新屋　琉斗 5分00秒96 三和中 玉那覇　翼 5分05秒66 三和中 金城　優希 5分10秒11 高嶺中 南崎　稜侃 5分12秒44 高嶺中 安里　悠利 5分13秒04 高嶺中 上原　海珀 5分17秒21 糸満中

8 １５００ｍ 共通男子 照屋　政斗 4分58秒53 西崎中 喜瀬　虎南 5分01秒26 潮平中 大城　碧海 5分03秒57 糸満中 瑞慶覧　桜樺 5分08秒48 西崎中 徳里　隆玖 5分13秒28 高嶺中 神谷　燎 5分13秒54 兼城中 座波　碧翔 5分14秒29 兼城中 川田　潮恩 5分20秒51 高嶺中

9 ３０００ｍ 共通男子 照屋　政斗 10分32秒22 西崎中 上原　優真 10分35秒53 糸満中 中沼　武蔵 10分51秒66 糸満中 西平　守太郎 10分56秒73 潮平中 國吉　夏瑞 11分19秒76 西崎中 安里　悠利 11分19秒85 高嶺中 大城　永 11分20秒01 兼城中

10 １１０ｍH 共通男子 金城　武琉 19秒25 糸満中 赤嶺　条 19秒95 潮平中 平田　璃夢 20秒26 潮平中 新垣　凛 22秒35 西崎中

11 ４００ｍR 中１男子 糸満中チーム 53秒64 糸満中 西崎中チーム 53秒94 西崎中 潮平中チーム 55秒39 潮平中 三和中チーム 57秒89 三和中 高嶺中チーム 58秒39 高嶺中 兼城中チーム 59秒61 兼城中

12 ４００ｍR 中２男子 潮平中チーム 52秒01 潮平中 兼城中チーム 52秒10 兼城中 三和中チーム 52秒64 三和中 高嶺中チーム 52秒81 高嶺中 西崎中チーム 53秒50 西崎中 糸満中チーム 53秒72 糸満中

13 ４００ｍR 共通男子 高嶺中チーム 47秒14 高嶺中 兼城中チーム 48秒18 兼城中 三和中チーム 48秒50 三和中 糸満中チーム 48秒89 糸満中 潮平中チーム 49秒56 潮平中 西崎中チーム 49秒70 西崎中

14 １００ｍ 中１女子 幸地　舞桜 14秒66 糸満中 秋吉　寛那 14秒95 兼城中 金城　仁衣奈 15秒06 糸満中 池間　梨々香 15秒26 潮平中 添石　祐里 15秒45 兼城中 徳村　未来 15秒62 三和中 玉城　唯奈 15秒90 三和中 比嘉　愛菜 15秒94 西崎中

15 １００ｍ 中２女子 安里　千尋 14秒39 糸満中 仲座　絵麻 14秒43 兼城中 福元　わこ 14秒68 三和中 玉城　知鈴 14秒69 西崎中 仲門　里桜 14秒70 糸満中 赤嶺　若菜 14秒85 西崎中 金城　悠結 15秒27 潮平中 山本　桜愛 15秒36 潮平中

16 １００ｍ 共通女子 大城　レベッカ 13秒86 兼城中 玉元　煌 14秒37 潮平中 仲田　未唯 14秒60 高嶺中 長嶺　希 14秒85 兼城中 喜舎場　紅 14秒95 潮平中 上原　穂夏 14秒97 西崎中 玉城　咲喜 15秒06 三和中 玉城　凛莉 15秒19 西崎中

17 ２００ｍ 共通女子 仲田　未唯 30秒22 高嶺中 喜舎場　紅 30秒98 潮平中 玉城　咲喜 31秒63 三和中 與那　幸華 32秒80 兼城中 伊敷　天来 33秒61 潮平中 與崎　彩花 34秒24 糸満中 大城　梨津 34秒36 糸満中 玉城　暁子 35秒06 高嶺中

18 ８００ｍ 中１女子 安里　茉優 2分43秒20 糸満中 池村　俐音 2分43秒86 高嶺中 金城　舞 2分44秒85 三和中 上原　徠夢 2分47秒44 西崎中 本部　いちか 2分52秒38 糸満中 大城　ここの 2分53秒28 西崎中 島袋　由菜 2分58秒42 兼城中 副田 奈々子 3分01秒26 潮平中

19 ８００ｍ 中２女子 上原　帆佳 2分43秒49 糸満中 島袋　真衣 2分46秒33 糸満中 金城　凛 2分47秒83 兼城中 益留　萌桃華 2分50秒97 兼城中 知名　優里 2分53秒84 潮平中 有馬　一愛 2分56秒96 西崎中 金城　彩那 2分58秒69 西崎中 大城　妃茄利 2分59秒96 潮平中

20 ８００ｍ 共通女子 大城　愛佳 2分39秒71 西崎中 濱本　愛生 2分42秒38 兼城中 照屋　椿 2分43秒52 三和中 翁長　悠乃 2分44秒14 三和中 大城　凛花 2分46秒66 糸満中 玉城　恋鈴 2分49秒73 西崎中 金城　世奈 3分00秒02 糸満中 新垣　一華 3分03秒75 潮平中

21 １５００ｍ 共通女子 大城　愛佳 5分25秒32 西崎中 金城　舞 5分31秒45 三和中 仲里　さくら 5分32秒27 兼城中 池村　俐音 5分39秒48 高嶺中 翁長　悠乃 5分52秒50 三和中 玉城　愛夏 6分00秒44 潮平中 小渡　衣雛 6分01秒95 西崎中 金城　心華 6分03秒04 糸満中

22 １００ｍH 共通女子 幸地　舞桜 18秒82 糸満中 玉城　心路 20秒77 高嶺中 下門　鈴音 21秒92 潮平中 長嶺　侑依 21秒94 兼城中 玉城　美海 22秒84 糸満中 山嵜　美玲 24秒57 潮平中

23 ４００ｍR 中１女子 糸満中チーム 57秒72 糸満中 兼城中チーム 59秒47 兼城中 西崎中チーム 1分01秒47 西崎中 三和中チーム 1分01秒86 三和中 潮平中チーム 1分02秒11 潮平中 高嶺中チーム 1分06秒78 高嶺中

24 ４００ｍR 中２女子 兼城中チーム 56秒51 兼城中 糸満中チーム 57秒53 糸満中 三和中チーム 58秒40 三和中 西崎中チーム 59秒54 西崎中 潮平中チーム 59秒95 潮平中 高嶺中チーム 1分03秒54 高嶺中

25 ４００ｍR 共通女子 潮平中チーム 57秒06 潮平中 西崎中チーム 57秒23 西崎中 兼城中チーム 57秒74 兼城中 糸満中チーム 58秒49 糸満中 三和中チーム 59秒28 三和中 高嶺中チーム 1分01秒54 高嶺中

26 ジャベリックスロー 共通男子 上原　健琉 47ｍ13cm 糸満中 上原　龍之介 41ｍ73cm 潮平中 伊敷　晴陽 35ｍ35cm 高嶺中 玉城　真広 34ｍ21cm 三和中 岡田　侑大 30ｍ26cm 潮平中 嘉手川　来輝 27ｍ17cm 西崎中 金城　勝巳 23ｍ08cm 糸満中 眞謝　颯 22ｍ02cm 兼城中

27 砲丸投 共通男子 比嘉　秀語 10ｍ96cm 糸満中 徳元　慶太 9ｍ53cm 三和中 玉那覇　翼 8ｍ25cm 三和中 安次嶺　翔 7ｍ96cm 兼城中 照屋　航 7ｍ05cm 西崎中 砂川　拓也 6ｍ48cm 高嶺中 寺岡　煌太郎 5ｍ96cm 潮平中 金城　謙太 5ｍ86cm 潮平中

28 棒高跳 共通男子 上門　歩夢 3ｍ10cm(ﾀｲ記録) 糸満中

29 走高跳 共通男子 新垣　琉空 1ｍ60cm 糸満中 久保田　俊介 1ｍ50cm 三和中 上門　誠來 1ｍ45cm 糸満中

30 走幅跳 共通男子 上原　颯馬 5ｍ35cm 糸満中 大田　環 5ｍ29cm 三和中 下地　龍心 5ｍ07cm 高嶺中 金城　南隆 4ｍ85cm 三和中 新本　智大 4ｍ68cm 西崎中 屋冨祖　愛斗 4ｍ63cm 潮平中 徳里　麻王 4ｍ32cm 高嶺中 亀濱　魁 4ｍ29cm 西崎中

31 ジャベリックスロー 共通女子 新垣　凛 34ｍ47cm 西崎中 玉城　こころ 28ｍ98cm 三和中 照屋　ひばり 28ｍ78cm 糸満中 當間　奈央 26ｍ27cm 兼城中 宮里　美夢 26ｍ15cm 潮平中 徳元　志笑 25ｍ86cm 三和中 上原　真希 25ｍ77cm 糸満中 松田　理奈 24ｍ60cm 潮平中

32 砲丸投 共通女子 喜多　琉那 9ｍ00cm 高嶺中 長嶺　心姫 8ｍ31cm 西崎中 金城　利加子 8ｍ28cm 三和中 玉城　こころ 8ｍ07cm 三和中 照屋　ひばり 7ｍ93cm 糸満中 玉城　璃音 7ｍ59cm 糸満中

33 走高跳 共通女子 津波　美羽 1ｍ30cm 兼城中 真栄田　柚希 1ｍ27cm 西崎中 金城　沙里奈 1ｍ25cm 高嶺中 伊敷　さな 1ｍ25cm 三和中

34 走幅跳 共通女子 大田　ミユ 3ｍ95cm 三和中 玉城　えあ 3ｍ66cm 糸満中 大城　華鈴 3ｍ65cm 潮平中 上原　すず 3ｍ53cm 潮平中 与那原　美羽 3ｍ43cm 糸満中 金城　愛真 3ｍ19cm 兼城中 玉城　暁子 3ｍ15cm 高嶺中 池間　心美 3ｍ06cm 三和中
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