
期日：令和元年９月７日（土）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 小４男子 名幸　承乃市 15秒88 糸満小 新垣　翼 15秒88 糸満南小 安次嶺　雄基 15秒95 糸満小 新城　旭飛 16秒06 光洋小 島根　志弥 16秒09 高嶺小 江口　琳 16秒12 兼城小 大城　颯羽 16秒17 高嶺小 大城　柊斗 16秒27 兼城小

2 １００ｍ 小５男子 滝口　宙叶 14秒80 光洋小 倉　颯汰 14秒85 兼城小 比嘉　来樹 15秒23 米須小 伊敷　埜世 15秒26 高嶺小 金城　宇月 15秒61 潮平小 又吉　颯哉 15秒70 糸満南小 久保田　琉葦 15秒78 米須小 徳村　保成 15秒93 喜屋武小

3 １００ｍ 小６男子 平田　天彪 13秒67 兼城小 鉢嶺　洸 14秒27 糸満南小 伊敷　遥人 14秒50 真壁小 根川　愛訊 14秒63 西崎小 久保田　大耀 14秒90 高嶺小 富川　九十九 15秒03 潮平小 慶留間　将仁 15秒10 糸満小 岩中　大航 15秒10 兼城小

4 １０００ｍ 小６男子 小嶺　怜 3分24秒82 潮平小 三浦　翔 3分26秒75 糸満南小 伊敷　凰雅 3分31秒12 糸満南小 屋宜　遼 3分35秒26 喜屋武小 大城　琉馬 3分36秒18 西崎小 宮城　月人 3分36秒41 光洋小 伊良皆　大誠 3分36秒56 高嶺小 上原　侃大 3分37秒44 兼城小

5 ６０ｍH 小５男子 浅見　琉翔 11秒96 光洋小 宮城　昂大 12秒49 糸満小 金城　利衣也 12秒82 糸満南小 大城　直希 12秒84 糸満南小 仲間　正時 13秒08 高嶺小 伊敷　憶人 13秒22 西崎小 金城　羽愛登 13秒47 兼城小 久保田　惺南 13秒73 米須小

6 ６０ｍH 小６男子 平田　天彪 10秒85 兼城小 高良　一徹 11秒27 兼城小 與那嶺　天志 11秒28 糸満小 上村　好和 11秒61 高嶺小 大城　太晴 12秒07 糸満小 波平　賀七斗 12秒34 米須小 金城　尚吾 12秒46 真壁小 玉城　琉太郎 12秒79 米須小

7 １００ｍ 小４女子 殿内　瑠椛 15秒89 糸満小 与那　梨杏 16秒31 糸満南小 高嶺　美優 16秒38 光洋小 外間　笑華 16秒86 糸満南小 高橋　心実 17秒09 高嶺小 大城　奈々 17秒18 糸満小 玉城　明菜 17秒20 光洋小 徳村　にいな 17秒32 喜屋武小

8 １００ｍ 小５女子 金城　海鈴 15秒00 兼城小 岩村　果恋 16秒02 光洋小 外間　椿 16秒26 糸満南小 モーク花蘭 16秒49 高嶺小 屋富祖　夢希 16秒55 潮平小 照屋　葉菜 16秒65 真壁小 玉城　優奈 16秒68 西崎小 山城　来夢 16秒76 高嶺小

9 １００ｍ 小６女子 安里　らいむ 14秒76 高嶺小 玉城　里桜 15秒12 光洋小 久手堅　結 15秒65 高嶺小 兼城　真衣 15秒68 潮平小 與儀　心 16秒01 兼城小 友利　夏雫 16秒04 糸満小 新垣 16秒28 兼城小 平良　美澪 16秒49 糸満小

10 ８００ｍ 小６女子 仲盛　ゆい 2分42秒36(新) 潮平小 新垣　佑子 2分42秒92(新) 糸満南小 城間　樹奈 2分47秒17 潮平小 波平　心愛 2分47秒22 高嶺小 渡具知　一桜 2分50秒41 光洋小 安村　帆花 2分52秒78 糸満小 玉城　梨々杏 2分57秒74 西崎小 鶴田　りのあ 2分58秒56 兼城小

11 ６０ｍH 小５女子 屋富祖　美音 11秒81(新) 糸満小 國場　珠璃 12秒97 糸満小 金城　花音 13秒66 潮平小 福元　ゆめ 14秒08 米須小 上原　琉乃 14秒09 糸満南小 古堅　永真 14秒15 潮平小 上原　菜月 14秒38 喜屋武小 波平　優姫 14秒59 米須小

12 ６０ｍH 小６女子 東恩納　沙奈 11秒89 糸満小 古波津　来音 12秒64 高嶺小 上地　咲穂 12秒72 西崎小 惣慶　依楠 12秒77 高嶺小 金城　来春 13秒37 潮平小 戸井田　玲羅 13秒44 光洋小 和田　青峰 13秒44 糸満小 玉城　杏花里 13秒46 糸満南小

13 ４００ｍR 小４混成 糸満小Aチーム 1分02秒07(新) 糸満小 光洋小Aチーム 1分04秒07 光洋小 糸満南小Bチーム 1分04秒23 糸満南小 高嶺小Aチーム 1分05秒14 高嶺小 兼城小Aチーム 1分06秒18 兼城小 米須小Aチーム 1分06秒60 米須小 高嶺小Bチーム 1分06秒64 高嶺小 潮平小Aチーム 1分08秒01 潮平小

14 ４００ｍR 小５混成 糸満南小Aチーム 1分01秒06 糸満南小 糸満小Aチーム 1分02秒51 糸満小 米須小Aチーム 1分02秒73 米須小 糸満南小Bチーム 1分04秒09 糸満南小 西崎小Aチーム 1分04秒83 西崎小 糸満小Bチーム 1分05秒46 糸満小 光洋小Aチーム 1分05秒49 光洋小 高嶺小Bチーム 1分05秒69 高嶺小

15 ４００ｍR 小６混成 兼城小Aチーム 58秒03 兼城小 高嶺小Aチーム 58秒72 高嶺小 糸満小Aチーム 59秒12 糸満小 糸満小Bチーム 59秒88 糸満小 兼城小Bチーム 59秒92 兼城小 糸満南小Aチーム 1分00秒32 糸満南小 喜屋武小Aチーム 1分00秒41 喜屋武小 潮平小Aチーム 1分00秒73 潮平小

16 ジャベリックスロー 共通男子 山城　大夢 55ｍ00cm 真壁小 呉屋　巧眞 49ｍ70cm 光洋小 新城　安嗣 49ｍ60cm 高嶺小 宮里　哲彰 47ｍ80cm 糸満南小 千葉　結斗 43ｍ60cm 喜屋武小 金城　優芯 43ｍ20cm 西崎小 玉屋　光稀 42ｍ20cm 兼城小 山城　力也 41ｍ20cm 米須小

17 走高跳 小５男子 国吉　拓真 1ｍ20cm 糸満南小 安里　良輝 1ｍ15cm 真壁小 赤嶺　雄大 1ｍ10cm 兼城小 安里　陽盛 1ｍ10cm 光洋小 下地　琉太 1ｍ05cm 西崎小 金城　惺也 1ｍ05cm 高嶺小

18 走高跳 小６男子 山城　優真 1ｍ25cm 糸満南小 大城　敬音 1ｍ25cm 糸満小 渡邉　貴琉 1ｍ25cm 潮平小 山城　玄太 1ｍ20cm 米須小 岩中　大航 1ｍ20cm 兼城小 玉城　光章 1ｍ20cm 真壁小 島崎　来音 1ｍ10cm 光洋小

19 走幅跳 小５男子 倉　颯汰 4ｍ00cm 兼城小 桃原　悠翔 3ｍ79cm 糸満南小 神谷　嵐志 3ｍ76cm 高嶺小 山城　光生 3ｍ71cm 糸満小 長田　貢 3ｍ58cm 潮平小 武田　玄作 3ｍ45cm 光洋小 栄盛　快夢 3ｍ28cm 喜屋武小 金城　一輝 3ｍ25cm 米須小

20 走幅跳 小６男子 久保田　大耀 4ｍ56cm(新) 高嶺小 砂川　寿人 4ｍ08cm 糸満小 根川　愛訊 4ｍ04cm 西崎小 遠藤　昇太 3ｍ92cm 糸満南小 長嶺　淳其 3ｍ90cm 兼城小 大城　韻 3ｍ76cm 潮平小 大山　舜右 3ｍ68cm 真壁小 照屋　温大 3ｍ55cm 米須小

21 ジャベリックスロー 共通女子 福井　沙和 42ｍ70cm 西崎小 宇栄原　玲乃 41ｍ50cm 糸満小 大城　花菜子 39ｍ40cm 光洋小 高嶺　藍那 36ｍ80cm 米須小 新田　陽菜 32ｍ40cm 兼城小 金城　優来 29ｍ20cm 真壁小 具志堅　梨乃 29ｍ20cm 潮平小 玉城　妃琉 28ｍ80cm 糸満南小

22 走高跳 小５女子 大城　花穂 1ｍ15cm 糸満南小 玉城　凛紗 1ｍ05cm 高嶺小 上原　果穂 1ｍ05cm 糸満小 稲福　彩音 1ｍ00cm 米須小 宇榮原　未来 1ｍ00cm 兼城小

23 走高跳 小６女子 與儀　心 1ｍ20cm 兼城小 仲本　梨亜 1ｍ20cm 潮平小 大田　愛菜 1ｍ15cm 糸満小 濱本　晴夏 1ｍ10cm 高嶺小 新垣　さゆり 1ｍ05cm 糸満南小 安谷屋　しの 1ｍ05cm 真壁小 大森　萌永 1ｍ05cm 西崎小 宮城　優里菜 1ｍ00cm 喜屋武小

24 走幅跳 小５女子 上原　妃依 3ｍ38cm 糸満小 仲嶺　瑛梨 3ｍ27cm 高嶺小 大田　双葉 3ｍ05cm 米須小 島袋　ゆか 2ｍ95cm 兼城小 上原　亜美 2ｍ79cm 糸満南小 上原　紗羽妃 2ｍ34cm 西崎小 平良　恋音 1ｍ89cm 喜屋武小

25 走幅跳 小６女子 高嶺　珠奈 3ｍ78cm(新) 米須小 屋良　綺花 3ｍ75cm 糸満南小 知名　真奈香 3ｍ44cm 潮平小 徳門　紗也 3ｍ38cm 兼城小 石原　李美奈 3ｍ20cm 真壁小 上原　真緒 3ｍ16cm 糸満小 玉城　あかり 3ｍ10cm 高嶺小 照屋　咲姫 2ｍ93cm 西崎小
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第２５回　糸満市小学生陸上競技選手権大会

No 種目 種別

１位 ２位 ３位 ４位


