
期日：平成３０年９月８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 徳村　保成 15秒70 喜屋武小 伊敷　埜世 15秒92 高嶺小 金城　宇月 16秒13 潮平小 徳元　琉月 16秒15 米須小 国吉　拓真（4位） 16秒15 糸満南小 玉城　壱成 16秒18 西崎小 金城　惺 16秒27 高嶺小 久保田　琉葦 16秒31 米須小

2 １００ｍ 小５男子 金城　青空 14秒91 糸満南小 富川　九十九 15秒30 潮平小 與那嶺　天志 15秒67 糸満小 山城　優真 15秒79 糸満南小 金城　優芯 15秒89 西崎小 伊禮　煌太 15秒93 光洋小 伊敷　瑠成 15秒95 高嶺小 長嶺　淳基 16秒13 兼城小

3 １００ｍ 小６男子 玉城　楓大 13秒57 米須小 比嘉　凰二 13秒87 兼城小 金元　盛悟 14秒21 西崎小 上原　和仁 14秒50 糸満小 上原　祐太 14秒59 高嶺小 伊敷　祐空 14秒67 潮平小 宮城　煌河 14秒93 糸満南小 玉城　爽 15秒06 糸満南小

4 １０００ｍ 小６男子 玉城　楓大 3分20秒52 米須小 仲順　一敬 3分25秒76 兼城小 大城　拓登 3分28秒56 潮平小 島袋　来基 3分30秒86 高嶺小 兼島　景斗 3分31秒42 糸満南小 片岡　匠 3分33秒05 潮平小 久保田　来磯 3分34秒04 米須小 金城　来夢 3分34秒08 真壁小

5 ６０ｍH 小５男子 大城　享也 11秒91 糸満小 與那嶺　正虎 12秒43 西崎小 大城　太晴 12秒51 糸満小 高良　一徹 12秒73 兼城小 大城　優 12秒88 潮平小 根川　愛訊 13秒04 西崎小 賀数　晴久（6位） 13秒04 高嶺小 川俣　幸聖 13秒20 光洋小

6 ６０ｍH 小６男子 仲地　武盛 10秒87 潮平小 玉城　真生（1位） 10秒87 米須小 新屋　颯波 11秒32 米須小 親川　仁 11秒51 西崎小 砂川　陽音 11秒81 高嶺小 岩井　東治 11秒87 喜屋武小 島根　英汰 11秒93 兼城小 新垣　諒馬 12秒06 糸満南小

7 １００ｍ 小４女子 金城　海鈴 16秒50 兼城小 岩村　果恋 16秒75 光洋小 福元　ゆめ 16秒84 米須小 照屋　葉菜 16秒89 真壁小 古堅　永真 16秒90 潮平小 屋富祖　美音 16秒92 糸満小 大城　かほ 16秒97 糸満南小 宮平　音結 17秒03 兼城小

8 １００ｍ 小５女子 玉城　里桜 15秒44 光洋小 安里　らいむ 15秒56 高嶺小 與儀　心 15秒84 兼城小 久保田　咲姫 15秒94 米須小 仲盛　ゆい 16秒28 潮平小 新垣　陽菜 16秒39 兼城小 幸地　りみ 16秒60 喜屋武小 渡具知　一桜 16秒67 光洋小

9 １００ｍ 小６女子 池間　梨々香 15秒67 潮平小 福元　友梨 15秒90 米須小 玉城　唯那 16秒03 米須小 國吉　利愛菜 16秒12 光洋小 高田　宙 16秒24 糸満小 吉岡　仁瑚 16秒26 糸満南小 漢那　美侑 16秒28 西崎小 知念　沙楽 16秒54 兼城小

10 ８００ｍ 小６女子 池村　俐音 2分45秒70 高嶺小 大城　茉瑚 2分46秒96 兼城小 安里　茉優 2分52秒13 糸満南小 金城　璃音 2分54秒60 糸満小 金城　仁衣奈 2分55秒88 糸満小 仲宗根　佳那 2分56秒12 米須小 大城　ここの 3分00秒31 西崎小 伊敷　輝愛 3分03秒15 潮平小

11 ６０ｍH 小５女子 八幡　朱華（新） 11秒91 西崎小 玉城　杏花里 13秒17 糸満南小 久保田　咲姫 13秒45 米須小 仲本　莉亜 13秒82 潮平小 上地　咲穂 13秒84 西崎小 大城　花菜子 13秒89 光洋小 伊敷　優夏 13秒98 真壁小 荷川取　暖望 14秒19 兼城小

12 ６０ｍH 小６女子 福元　友梨 11秒55 米須小 添石　祐里 12秒02 兼城小 宮西　来実 12秒40 喜屋武小 大城　百花 12秒42 糸満南小 富里　美生 12秒48 兼城小 國吉　恵生 12秒61 潮平小 崎山　結維花 12秒75 西崎小 神地　心彩 12秒84 西崎小

13 ４００ｍR 小４混成 米須小Aチーム 1分04秒80 米須小 高嶺小Aチーム 1分04秒85 高嶺小 糸満南小Bチーム 1分05秒79 糸満南小 兼城小Aチーム 1分05秒85 兼城小 西崎小Aチーム 1分06秒68 西崎小 潮平小Aチーム（5位） 1分06秒68 潮平小 高嶺小Bチーム 1分07秒22 高嶺小 糸満南小Aチーム 1分07秒51 糸満南小

14 ４００ｍR 小５混成 兼城小Aチーム 1分00秒93 兼城小 潮平小Aチーム 1分01秒39 潮平小 糸満小Aチーム 1分01秒59 糸満小 光洋小Aチーム 1分01秒77 光洋小 米須小Aチーム 1分03秒10 米須小 高嶺小Aチーム 1分03秒46 高嶺小 糸満小Bチーム 1分04秒65 糸満小 米須小Bチーム 1分04秒75 米須小

15 ４００ｍR 小６混成 糸満小Aチーム 56秒26 糸満小 潮平小Aチーム 58秒20 潮平小 米須小Aチーム 58秒25 米須小 兼城小Aチーム 58秒30 兼城小 兼城小Bチーム 58秒61 兼城小 潮平小Bチーム 1分00秒49 潮平小 糸満小Bチーム 1分00秒88 糸満小 高嶺小Aチーム 1分01秒26 高嶺小

16 ジャベリックスロー 共通男子 砂川　葵（新） 55ｍ70cm 糸満南小 徳嶺　凛琥 52ｍ40cm 米須小 嘉手川春輝 51ｍ10cm 光洋小 玉城　琉海 47ｍ00cm 糸満小 新垣　真弘 46ｍ30cm 西崎小 金城　諒汰 45ｍ60cm 真壁小 林　優真 45ｍ10cm 潮平小 大城　夏輝 42ｍ90cm 兼城小

17 走高跳 小５男子 大城　敬音 1ｍ15cm 糸満小 武井　煌大 1ｍ15cm 潮平小 玉城　光章 1ｍ10cm 真壁小 岩中　大航 1ｍ05cm 兼城小 石川　海邦（4位） 1ｍ05cm 西崎小 玉城　慶悟（4位） 1ｍ05cm 糸満南小

18 走高跳 小６男子 渡名喜皓斗 1ｍ30cm 潮平小 山城　七斗 1ｍ25cm 西崎小 大城　海 1ｍ20cm 兼城小 金城　慶（3位） 1ｍ20cm 真壁小 玉城　信生 1ｍ20cm 米須小 上原　琉徳 1ｍ20cm 糸満南小 漢那　泰輝 1ｍ15cm 光洋小

19 走幅跳 小５男子 久保田　大耀（新） 4ｍ10cm 高嶺小 砂川　寿人 3ｍ93cm 糸満小 平田　天彪 3ｍ88cm 兼城小 鉢嶺　洸 3ｍ70cm 糸満南小 宮城　大 3ｍ63cm 潮平小 山本　健翔 3ｍ49cm 光洋小 波平　賀七斗 3ｍ48cm 米須小 伊敷　遥人 3ｍ40cm 真壁小

20 走幅跳 小６男子 松田　隼弥（新） 4ｍ52cm 糸満小 金城　哉汰 4ｍ18cm 兼城小 金元　盛悟 4ｍ08cm 西崎小 又吉　海月 4ｍ07cm 光洋小 玉城　凌汰 4ｍ02cm 潮平小 金城　悠吾 3ｍ89cm 米須小 金城　諒汰 3ｍ64cm 真壁小 上村　こうわ 3ｍ59cm 高嶺小

21 ジャベリックスロー 共通女子 崎山結維花（新） 43ｍ90cm 西崎小 塩田　もも 41ｍ00cm 光洋小 赤嶺汐奈美 36ｍ80cm 潮平小 上原　純奈 32ｍ90cm 兼城小 金城　舞 32ｍ60cm 米須小 玉城　璃音 32ｍ30cm 糸満南小 安里　茉桜 27ｍ00cm 真壁小 上原　和夏羽 22ｍ90cm 糸満小

22 走高跳 小５女子 八幡　朱華（新） 1ｍ20cm 西崎小 東恩納沙奈 1ｍ10cm 糸満小 玉城　妃琉 1ｍ00cm 糸満南小 長嶺　香帆（3位） 1ｍ00cm 兼城小 上原　結稀（3位） 1ｍ00cm 潮平小 高嶺　杏雛 1ｍ00cm 米須小 中村　由乃（6位） 1ｍ00cm 光洋小

23 走高跳 小６女子 大城　舞鈴 1ｍ20cm 潮平小 与那原　美羽 1ｍ15cm 糸満南小 古堅　美桜（2位） 1ｍ15cm 兼城小 幸地　舞桜 1ｍ15cm 糸満小 長嶺　心羽（4位） 1ｍ15cm 光洋小 赤嶺　萊夏 1ｍ10cm 西崎小 森田　妃晴 1ｍ10cm 米須小

24 走幅跳 小５女子 上原　真緒 3ｍ49cm 糸満小 高嶺　珠奈 3ｍ38cm 米須小 徳門　紗也 3ｍ25cm 兼城小 屋良　綺花 3ｍ19cm 糸満南小 保井　樹菜 3ｍ14cm 光洋小 福井　沙和 3ｍ11cm 西崎小 伊波　澪華 3ｍ07cm 潮平小 石原　季美奈 2ｍ84cm 真壁小

25 走幅跳 小６女子 外間　望菜 3ｍ63cm 兼城小 本田　小晴 3ｍ50cm 光洋小 本部　いちか 3ｍ50cm 糸満小 大城　奏那 3ｍ38cm 糸満南小 玉城　唯那 3ｍ27cm 米須小 上原　りょう 3ｍ15cm 高嶺小 副田　菜々子 3ｍ11cm 潮平小 神地　心彩 3ｍ05cm 西崎小
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第２４回　糸満市小学生陸上競技選手権大会
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