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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/22 鳩間  絢斗(1) 17.24/+1.2

与那国ｱｽﾘｰﾄ

大室  璃空(1) 17.27/+1.2

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

渡久地  怜大(1) 17.51/+1.2

ｱｽﾘｰﾄ工房

高崎  蒼介(1) 449RC 17.65/+1.2

ｶｸｽ  ﾃﾞｨﾗﾝﾋｭｰｺﾞ(1) LILWING

比嘉  安生(1) 18.74/+0.0

あまごいｷｯｽﾞ

新里  琉志郎(1) 18.76/+0.0

あまごいｷｯｽﾞ

照喜名  朝日(1) 18.84/+0.0

ｱｽﾘｰﾄ工房

男１年

１００ｍ 10/22 松田  丈(2) 15.35/+2.4

LILWING

和宇慶  翔愛(2) 15.57/+2.4

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

和宇慶  翔夢(2) 15.84/+2.4

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

安和  朝陽(2) 15.96/+2.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

寺田  明碧紀(2) 16.18/+2.4

LILWING

照屋  規翠(2) 16.26/+2.4

沖縄陸協

玉城  琥太郎(2) 16.53/+2.4

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

下地  巧人(2) 16.72/+2.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

男２年

１００ｍ 10/22 KloepperChristian(3)14.74/-0.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

大木  絆裡(3) 14.91/-0.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

崎山  嗣央(3) 15.44/-0.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

眞謝  航汰(3) 15.50/-0.7

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

嘉手苅  志優(3) 15.82/-0.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

玉元  ジュリアン(3)15.99/-0.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

島袋  愛士(3) 16.15/-0.7

あまごいｷｯｽﾞ

リレー２×１００ｍ 10/22 ｱｽﾘｰﾄ工房A 31.10

嘉手苅  志優(3)

崎山  嗣央(3)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞA 31.53

玉元  ジュリアン(3)

玉城  冬磨(3)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞB 31.65

大木  絆裡(3)

石川  裕理(3)

ｱｽﾘｰﾄ工房C 32.08

川原  拓海(3)

Kloepper  Christian(3)

あまごいｷｯｽﾞ 33.21

島袋  愛士(3)

町田  宗琉(3)

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 33.54

寺澤  優(3)

眞謝  航汰(3)

STARRAW_B 33.61

ﾌﾞﾙｯｸｽｼｰｻﾞｰ  虎雅(3)

外間  正高(3)

黄金森ｼﾞｭﾆｱA 33.62

山川  広太(3)

新崎  雄大(3)

男３年

１００ｍ 10/23 大城  一翔(4) 14.18/+5.8

西崎ｱｽﾘｰﾄ

池原　黎臣(4) 14.59/+5.8

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

浦崎  唯龍(4) 14.59/+5.8

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

加藤  伊吹(4) 14.63/+5.8

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

吉濱  海琉(4) 14.69/+5.8

なんじぃAC

儀間  未来翔(4) 15.07/+5.8

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

大城  海輝(4) 15.09/+5.8

ｱｽﾘｰﾄ工房

CantySmith  Caleb(4)15.15/+5.8

ｱｽﾘｰﾄ工房

８００ｍ 10/23 新里  諒仁(4)  2:41.97

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

大城  壱正(4)  2:52.98

らんさぽ

吉田  航(4)  2:55.72

なんじぃAC

森田  大陽(4)  2:57.83

とみしろGMC

當山  誠也(4)  2:58.82

ｱｽﾘｰﾄ工房

仲程  蓮(4)  2:59.15

449RC

新垣  遼(4)  2:59.20

あまごいｷｯｽﾞ

仲西  悠翔(4)  3:02.24

Nature

リレー４×１００ｍ 10/22 ｱｽﾘｰﾄ工房A  1:02.87

新崎  春虎(4)

大城  海輝(4)

當山  誠也(4)

CantySmith  Caleb(4)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞB  1:05.07

將口  晴琉(4)

津波古  大樹(4)

金城  悠叶(4)

嘉手納  一颯(4)

石垣島ｱｽﾘｰﾄ  1:05.25

仲宗根  星斗(4)

新谷  太耀(4)

小栗  心(4)

山里  盛玖(4)

ｱｽﾘｰﾄ工房B  1:05.45

金城  達樹(4)

眞境名  湊斗(4)

當山  清惺(4)

高橋  蓮(4)

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  1:06.91

翁長  良太郎(4)

比嘉  悠翔(4)

平良  良颯(4)

儀間  未来翔(4)

与那国ｱｽﾘｰﾄ  1:07.30

稲藏  優作(4)

田頭  一(4)

東里  優成(4)

田島  大志(4)

あまごいｷｯｽﾞ  1:08.11

屋宮  為人(4)

宮城  珂衣那(4)

友寄  陽仁(4)

奥間  暖斗(4)

走り高跳び 10/23 仲間  叶夢偉(4) 1m10

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

永山  雅喬(4) 八重瀬ｱｽﾘｰﾄ 1m05

津波古  大樹(4) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

上田  倖生(4) 0m95

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

走り幅跳び 10/22 大城  一翔(4)   3m74/-1.5

西崎ｱｽﾘｰﾄ

大城  海輝(4)   3m72/-2.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

田島  大志(4)   3m62/-1.6

与那国ｱｽﾘｰﾄ

浦崎  唯龍(4)   3m55/+0.9

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

宮城  健(4)   3m53/-2.1

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

大城  奈央(4)   3m50/+0.5

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

嘉陽  冬馬(4)   3m37/-2.0

今帰仁ＪＡＣ

福地  映絢(4)   3m37/-2.2

あまごいｷｯｽﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/22 金城  悠叶(4)  44m15

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

古波蔵  海絆(4)  41m57

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

大城  奈央(4)  40m37

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

津波古  大樹(4)  40m22

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

池原　黎臣(4)  39m21

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

仲間  叶夢偉(4)  38m05

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

金城  凛(4)  37m68

LILWING

松川  絢吏(4)  36m74

あわせJRC

男４年

１００ｍ 10/23 濱元  大晴(5) 13.41/+3.7

大宜味結Ｇｕｔｓ

ｼﾝﾌﾟｿﾝ  ｷｰﾘｰ琉満(5)13.76/+3.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

喜納  球士(5) 13.91/+3.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

島﨑  快誠(5) 14.05/+3.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

金城　大翔(5) 14.33/+3.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

大城  瑛士(5) 14.46/+3.7

大城陸上ｸﾗﾌﾞ

金城  依良(5) 14.59/+3.7

阿嘉陸上ｸﾗﾌﾞ

瀬戸口  尚希(5) 14.64/+3.7

ｱｽﾘｰﾄ工房

８００ｍ 10/22 金城  聖汰(5)  2:29.93

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

阿部  風(5)  2:31.80

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

嘉数  礼(5)  2:36.25

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

屋宜  遼哉(5)  2:48.78

なんじぃAC

金城  彦輝(5)  2:49.43

城岳小

照屋  利夢(5)  2:51.32

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

仲村  蔵之介(5)  2:51.65

東小

正木  空蒼(5)  2:52.19

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

リレー４×１００ｍ 10/22 ｱｽﾘｰﾄ工房A 54.89

金城　大翔(5)

島﨑  快誠(5)

瀬戸口  尚希(5)

下地  広純(5)

ｱｽﾘｰﾄ工房B 59.04

仲宗根  晴(5)

仲嶺  真虎(5)

喜納  球士(5)

喜瀬  乗太郎(5)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞA  1:00.38

赤嶺  和篤(5)

ｵﾍﾞｲｽ  俊太郎(5)

米須  清瑛(5)

上原  潤飛(5)

あわせJRC  1:02.70

松川  絢吏(4)

親泊  昴尚(5)

川門  優仁(5)

脇坂  琉生(5)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞB  1:04.69

中島  大和(5)

前原  芯乃祐(5)

松田  羽琉真(5)

照屋  利夢(5)

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ  1:04.75

宮平  葵(5)

安田  煌(5)

内藤  結(5)

玉那覇  瀧豊(5)

ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ  1:04.79

仲宗根  蒼志郎(5)

又吉  翔希人(5)

伊波  泰義(5)

山内  大輝(5)

城岳小  1:06.57

鉢嶺　元斗(5)

仲村  政孝(5)

慶留間  竜(5)

金城  彦輝(5)

走り高跳び 10/23 親泊  昴尚(5) 1m30

あわせJRC

阿波根  竜之(5) 1m20

上本部AC

赤嶺  和篤(5) 1m20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

ｵﾍﾞｲｽ  俊太郎(5) 1m20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

前原  芯乃祐(5) 1m20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

照屋  利夢(5) 1m15

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

松田  羽琉真(5) 1m15

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

米須  清瑛(5) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ 1m10

島袋  正椰(5) 八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

走り幅跳び 10/22 島﨑  快誠(5)   4m46/-0.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

親泊  昴尚(5)   4m41/-1.5

あわせJRC

濱元  大晴(5)   4m39/-1.1

大宜味結Ｇｕｔｓ

赤嶺  和篤(5)   4m08/-2.0

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

大兼久  暖侍(5)   3m90/-1.1

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

中島  大和(5)   3m85/-0.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

仲宗根  晴(5)   3m62/-2.0

ｱｽﾘｰﾄ工房

平良  玲旺斗(5)   3m58/-1.2

大宜味結Ｇｕｔｓ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/22 嘉数  礼(5)  47m70

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

大兼久  暖侍(5)  45m18

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

豊里  都友(5)  44m09

白保小

新垣  泰佑(5)  42m76

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

瀬戸口  尚希(5)  42m16

ｱｽﾘｰﾄ工房

石川  生来(5)  39m92

阿嘉陸上ｸﾗﾌﾞ

上原  潤飛(5)  36m74

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

伊藝  悠(5)  36m50

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

男５年

１００ｍ 10/23 新垣  大成(6) 12.46/+4.9

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

ｵｺﾝｸｵ  ｲｹﾑ・ｼﾞｪﾌ(6)12.93/+4.9

あわせJRC

中村  将大(6) 13.39/+4.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

吉永  一晴(6) 13.53/+4.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

久重  東洋(6) 13.57/+4.9

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

鳩間  雄心(6) 13.59/+4.9

与那国ｱｽﾘｰﾄ

山城  輝翔(6) 13.63/+4.9

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

新垣  緒詩郎(6) 13.65/+4.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

８００ｍ 10/23 新里  颯一朗(6)  2:21.90

NGR宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

森田  大河(6)  2:25.80

とみしろGMC

松山  尚義(6)  2:26.20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

平良  幸翼(6)  2:26.35

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

小那覇  千輝(6)  2:28.76

449RC

池間  陽悠(6)  2:30.97

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

須藤  珀(6)  2:33.74

なんじぃAC

ﾌﾞﾙｯｸｽ  ﾄﾞﾐﾆｰｸ理偉(6) 2:35.41

新都心JRC

リレー４×１００ｍ 10/22 ｱｽﾘｰﾄ工房A 53.30

當間  琉生(6)

吉永  一晴(6)

新垣  緒詩郎(6)

安慶名  梨音(6)

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 53.59

糸数  昌徒(6)

山城  輝翔(6)

山内  大雅(6)

新垣  大成(6)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ 54.18

仲本  風樹(6)

多嘉山  太雅(6)

宜野座  悠晴(6)

松山  尚義(6)

ｱｽﾘｰﾄ工房B 55.80

吉永  壮佑(6)

木下  有功(6)

上原  康仁(6)

中村  将大(6)

あわせJRC 57.16

村山  猛流(6)

與古田  憲剛(6)

天願  博仁(6)

ｵｺﾝｸｵ  ｲｹﾑ・ｼﾞｪﾌ(6)

城岳小 58.07

宮里  研輝(6)

仲宗根  優正(6)

古堅  伊織(6)

宜名真  祐月(6)

石垣島ｱｽﾘｰﾄ 58.51

根中  倭(6)

譜久嶺  輝星(6)

平良  幸翼(6)

東長田  翔己(6)

黄金森ｼﾞｭﾆｱ  1:00.27

金城  旭(6)

池間  陽悠(6)

仲宗根  耀太(6)

金城  巧龍(6)

走り高跳び 10/23 ｵｺﾝｸｵ  ｲｹﾑ・ｼﾞｪﾌ(6) 1m30

あわせJRC

村山  猛流(6) あわせJRC 1m25

松山  尚義(6) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

新垣  大成(6) skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

譜久嶺  輝星(6) 石垣島ｱｽﾘｰﾄ 1m20

小野寺  仁将(6) 与那国ｱｽﾘｰﾄ

宜名真  祐月(6) 城岳小

名城  陽太(6) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ 1m15

安村　愁羅(6) ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ

山内  大雅(6) skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

走り幅跳び 10/22 吉永  一晴(6)   4m92/+1.4

ｱｽﾘｰﾄ工房

久重  東洋(6)   4m63/+0.3

宮古陸上ｸﾗﾌﾞ

山城  輝翔(6)   4m59/+0.4

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

多嘉山  太雅(6)   4m58/+0.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

鳩間  雄心(6)   4m51/+0.6

与那国ｱｽﾘｰﾄ

上原  康仁(6)   4m46/+0.8

ｱｽﾘｰﾄ工房

村山  猛流(6)   4m33/+0.2

あわせJRC

上地  琥大(6)   4m14/+0.5

ｱｽﾘｰﾄ工房

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/22 中村  将大(6)  57m89

ｱｽﾘｰﾄ工房

仲本  風樹(6)  56m04

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

東長田  翔己(6)  50m64

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

新城  光都(6)  47m73

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

多嘉山  太雅(6)  47m08

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

比嘉  爽稀(6)  44m65

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

南風原　圭梧(6)  43m54

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

東崎原  奨永(6)  41m92

与那国ｱｽﾘｰﾄ

男６年

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/23 親泊  ここみ(1) 17.48/+5.3

あわせJRC

ﾚﾊﾞｯｸ ｲｻﾞﾍﾞﾙ桜子(1)17.49/+5.3

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

大城  琉嘉(1) 17.98/+5.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

岩下  夢華(1) 18.17/+5.3

豊見城JRC

本部  藍希(1) 18.41/+5.3

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

知花  明依咲(1) 18.50/+5.3

GROWTH

比嘉  美咲(1) 18.78/+5.3

沖縄陸協

玉城  朱莉(1) 18.78/+5.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

女１年

１００ｍ 10/23 知花  妃乃(2) 15.63/+5.1

STARRAW

島﨑  咲愛(2) 16.64/+5.1

ｱｽﾘｰﾄ工房

島田  未来(2) 16.80/+5.1

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

白金  佑理(2) 16.91/+5.1

GROWTH

大城　麻菜(2) 17.11/+5.1

西崎ｱｽﾘｰﾄ

吉永  梨々花(2) 17.16/+5.1

ｱｽﾘｰﾄ工房

多和田  芽菜(2) 17.24/+5.1

STARRAW

仲田  心夏(2) 17.24/+5.1

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

女２年

１００ｍ 10/23 ｼﾞｬｸｿﾝ 美夏ｸﾞﾛﾘｱ(3)15.29/+6.3

GROWTH

宮城  アレン(3) 15.51/+6.3

西崎ｱｽﾘｰﾄ

多嘉山  かのん(3) 16.02/+6.3

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

金城　仁奈子(3) 16.19/+6.3

GROWTH

岩切  まりあ(3) 16.31/+6.3

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

栗林  咲優希(3) 16.60/+6.3

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

新城  笑舞(3) 16.60/+6.3

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

伊波  寿々佳(3) 16.63/+6.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

リレー２×１００ｍ 10/23 GROWTH_A 31.45

NGR金城　仁奈子(3)

ｼﾞｬｸｿﾝ  美夏ｸﾞﾛﾘｱ(3)

ｱｽﾘｰﾄ工房A 32.69

伊波  寿々佳(3)

又吉  伶音(3)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞA 33.39

多嘉山  かのん(3)

大底  妃乃(3)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞB 33.54

上原  蘭愛(3)

栗林  咲優希(3)

西崎ｱｽﾘｰﾄ 33.81

田中  伶実(3)

宮城  アレン(3)

GROWTH_C 34.12

小泉  心春(3)

比嘉　柚羽(3)

ｱｽﾘｰﾄ工房B 34.67

花城  桜徠(3)

東恩納  優音(3)

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団A 34.98

東江  結愛(3)

小濱  愛心栞(3)

女３年

１００ｍ 10/22 石田  華菜(4) 14.17/+0.6

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

亀川  芽生(4) 15.09/+0.6

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

安慶名  愛里那(4) 15.39/+0.6

LILWING

玉城　彩(4) 15.58/+0.6

GROWTH

大城  有珠(4) 15.68/+0.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

桑江  優衣(4) 15.70/+0.6

ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

上原  結月(4) 15.84/+0.6

ｱｽﾘｰﾄ工房

幸地  愛心(4) 15.96/+0.6

豊見城JRC

予選２組１位　石田華菜（石垣島ｱｽﾘｰﾄ4年）１４秒１０（風：-1.4）が大会新記録

８００ｍ 10/22 仲田  心菜(4)  2:49.92

屋部小

桑江  優衣(4)  2:53.19

ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

岩下  瑠華(4)  2:58.13

豊見城JRC

高嶺  夢乃(4)  2:58.15

あまごいｷｯｽﾞ

前田  莉愛(4)  2:58.19

ﾗｲｵﾝの子

岩渕  瑠夏(4)  3:00.18

ｴﾝﾄﾞﾚｽ

城間  万知子(4)  3:01.49

LILWING

益  利心(4)  3:05.19

与那国ｱｽﾘｰﾄ

リレー４×１００ｍ 10/23 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ  1:02.10

東  菜愛乃(4)

玉城  実侑(4)

伊藝  菜々美(4)

亀川  芽生(4)

ｱｽﾘｰﾄ工房A  1:03.62

大城  有珠(4)

富名腰  理央(4)

上原  結月(4)

赤嶺  心粋(4)

GROWTH  1:04.65

狩俣　琉奈(4)

玉城　彩(4)

小橋川  姫衣(4)

玉城　里梨(4)

ｱｽﾘｰﾄ工房B  1:07.07

比嘉  聖来(4)

金城  花(4)

吉永  彩美(4)

新垣  ダリア(4)

豊見城JRC  1:07.18

福元  菜那(4)

幸地  愛心(4)

岩下  瑠華(4)

比嘉  芹花(4)

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ  1:07.36

比嘉  あさひ(4)

西村  ひなの(4)

屋嘉比  一華(4)

比嘉  リリア(4)

LIL　WING_B  1:07.68

屋富祖  莉杏(4)

金城  花奈(4)

鈴木  楓(4)

知花  紗梨奈(4)

西崎ｱｽﾘｰﾄ  1:08.05

仲田  優(4)

新野  珠梨(4)

儀間　紋星(4)

弓場  海花(4)

走り高跳び 10/22 安慶名  愛里那(4) 1m15

LILWING

親泊  ひとみ(4) 1m10

あわせJRC

高江洲  璃音(4) 1m05

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

伊藝  菜々美(4) 1m00

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

上原  紫奈乃(4) 0m95

LILWING

東  菜愛乃(4) 0m90

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

玉城  愛莉(4) 0m90

STARRAW

走り幅跳び 10/23 亀川  芽生(4)   4m12/+1.7

NGR宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

上原  結月(4)   3m67/+2.2

ｱｽﾘｰﾄ工房

親泊  ひとみ(4)   3m59/+1.6

あわせJRC

糸数  蕗衣愛(4)   3m42/+2.5

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

大城  有珠(4)   3m37/+2.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

小橋川  姫莉(4)   3m34/+1.4

ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ

喜名  惇心(4)   3m30/+2.0

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

大柳  琴葉(4)   3m28/+1.9

阿嘉陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/23 金城  もあ(4)  32m23

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

金城  花奈(4)  29m12

LILWING

新垣  柚奈(4)  24m37

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

比嘉  咲空(4)  24m16

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

比嘉  希愛(4)  22m28

あわせJRC

前田  悠凪(4)  19m39

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

與那嶺  碧(4)  13m45

あまごいｷｯｽﾞ

前田  朝妃(4)  10m19

あまごいｷｯｽﾞ

女４年

１００ｍ 10/22 上原  新奈(5) 13.76/+1.1

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

幸喜  理玖(5) 14.46/+1.1

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

根間  日苺里(5) 14.51/+1.1

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

奥野  禾蓮(5) 14.64/+1.1

ｱｽﾘｰﾄ工房

伊波  鶴佳(5) 14.73/+1.1

ｱｽﾘｰﾄ工房

仲間  渚(5) 14.74/+1.1

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

松竹  美俐(5) 14.75/+1.1

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

崎山  花梨(5) 14.87/+1.1

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 10/22 玉城  寿絆(5)  2:43.43

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

平安山  鈴(5)  2:46.10

449RC

砂川  琥珀(5)  2:49.50

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

知名  由依織(5)  2:51.66

449RC

平良  澪波(5)  2:55.96

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

森田  絢音(5)  2:56.78

城岳小

城間  夕空(5)  2:57.74

なんじぃAC

高橋  日和(5)  3:01.82

城岳小

リレー４×１００ｍ 10/23 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞA 59.26

崎山  花梨(5)

松竹  美俐(5)

幸喜  理玖(5)

吉田  琉七(5)

名護陸上ｸﾗﾌﾞ  1:00.75

比嘉  りおん(5)

津波  茉李(5)

田仲  紗空(5)

根間  日苺里(5)

ｱｽﾘｰﾄ工房A  1:01.67

上里  優月(5)

豊川  夏帆(5)

富盛  陽和(5)

奥野  禾蓮(5)

GROWTH  1:02.27

新垣　琳絆(5)

小泉  一瑠(5)

上地　秋寧(5)

新垣  はなこ(5)

石垣島ｱｽﾘｰﾄ  1:02.29

砂川  湖珀(5)

識名  小梅(5)

本部  藍琉(5)

崎山  心愛(5)

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝA  1:04.93

神田  芙実(5)

川満  俐杏良(5)

田島  佳苗(5)

濱川  か緒(5)

ｱｽﾘｰﾄ工房B  1:05.02

伊波  鶴佳(5)

山田　真莉乃(5)

砂川  日菜多(5)

仲松  美海(5)

あまごいｷｯｽﾞD  1:06.39

高田  仁菜(5)

桃原  満ちる(5)

古木  真乃(5)

照屋  真菜美(5)

走り高跳び 10/22 大兼久  夢姫(5) 1m40

NGRｽﾀﾃﾞｨｵﾝ

崎山  心愛(5) 1m31

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

眞壁  里歩(5) 1m20

STARRAW

福元  美羽(5) 1m20

豊見城JRC

識名  小梅(5) 1m20

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

前盛  一華(5) 1m15

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

山城  希歩(5) 1m15

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

本郷  碧(5) 1m15

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

走り幅跳び 10/23 幸喜  理玖(5)   4m23/+3.7

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

兼本  芭奈(5)   3m98/+2.3

あわせJRC

崎山  花梨(5)   3m96/+2.4

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

松竹  美俐(5)   3m85/+1.0

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

上原  えりな(5)   3m81/+3.3

あわせJRC

山城  希歩(5)   3m78/+3.6

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

比嘉  りおん(5)   3m69/+3.5

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

前盛  一華(5)   3m55/+2.2

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/23 比嘉　  華暖(5)  36m31

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ

新垣  瑠香(5)  31m38

あまごいｷｯｽﾞ

島袋  空己(5)  30m98

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

本部  藍琉(5)  30m49

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

大庭  あこ(5)  26m89

STARRAW

濱川  か緒(5)  25m21

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ

安里  舞音(5)  23m10

ﾌｧｰｽﾄﾗﾝ

識名  小梅(5)  23m01

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

女５年

１００ｍ 10/22 池原　綺声(6) 13.30/+3.3

金武ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

宮里  虹子(6) 13.56/+3.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

玉城  和(6) 13.86/+3.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

瀬戸口  結奈(6) 13.99/+3.3

ｱｽﾘｰﾄ工房

我喜屋  りこ(6) 14.01/+3.3

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

知念  美宏(6) 14.05/+3.3

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

長浜  叶歩(6) 14.37/+3.3

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

山城  明香里(6) 14.75/+3.3

豊見城JRC

８００ｍ 10/23 糸数  莉衣愛(6)  2:37.18

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

野波  佑希子(6)  2:37.32

城岳小

瀧口  茉永(6)  2:42.43

らんさぽ

饒波  志帆(6)  2:48.93

449RC

比嘉  心菜(6)  2:49.18

449RC

玉代勢  璃央(6)  2:50.84

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

大木  ひかり(6)  2:53.13

黄金森ｼﾞｭﾆｱ

玉城  那海(6)  2:54.43

阿波連ｽﾎﾟｰﾂ

リレー４×１００ｍ 10/23 ｱｽﾘｰﾄ工房A 56.18

大城  吏永(6)

玉城  和(6)

瀬戸口  結奈(6)

宮里  虹子(6)

skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 59.88

比嘉  星菜(6)

長浜  叶歩(6)

宮良  四季(6)

糸数  莉衣愛(6)

ｱｽﾘｰﾄ工房C  1:00.60

吉本  柚葉(6)

小橋川  新菜(6)

嶺井  柚伽(6)

城間  美優(6)

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ  1:01.44

比嘉  茉千(6)

山城  奏(6)

仲間  琉姫(6)

島袋  華帆(6)

城岳小A  1:01.77

野波  佑希子(6)

玉城  希彬(6)

花城　怜(6)

古波蔵  汐來(6)

あわせJRC  1:02.66

兼本  芭奈(5)

花城  希莉(6)

知花  咲希(6)

上原  えりな(5)

伊江ｽﾎﾟｰﾂ少年団  1:03.94

島袋  彩奈(6)

知念  和華(6)

八前  翠(6)

阿波根  椎叶(6)

城岳小B  1:04.36

安里　真心(6)

長嶺  友紀(6)

田村  杏珠(6)

喜屋武  あやめ(6)

走り高跳び 10/22 我喜屋  りこ(6) 1m36

名護陸上ｸﾗﾌﾞ

安里　真心(6) 1m25

城岳小

花城　怜(6) 1m25

城岳小

仲間  琉姫(6) 1m20

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

大城  一芽(6) なんじぃAC 1m20

比嘉  茉千(6) 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

花城  希莉(6) 1m20

あわせJRC

比嘉  二葉(6) STARRAW 1m15

島袋  真奈(6) 八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

久場島  あさみ(6) 八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

走り幅跳び 10/23 大城  羽叶(6)   4m33/+2.8

ｱｽﾘｰﾄ工房

玉城  和(6)   4m23/+1.9

ｱｽﾘｰﾄ工房

花城  希莉(6)   4m21/+3.6

あわせJRC

島袋  真奈(6)   4m03/+3.5

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

知念  美宏(6)   4m02/+3.2

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

知花  咲希(6)   3m75/+1.8

あわせJRC

豊里  日菜(6)   3m67/+2.1

石垣島ｱｽﾘｰﾄ

新里  杏実(6)   3m59/+5.2

八重瀬ｱｽﾘｰﾄ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/23 前田  琉邑(6)  37m33

大宜味結Ｇｕｔｓ

山城  奏(6)  32m43

宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ

末広  美雨(6)  30m98

ﾗｲｵﾝの子

瀬戸口  結奈(6)  30m38

ｱｽﾘｰﾄ工房

町田  瑞和(6)  28m80

あまごいｷｯｽﾞ

比嘉  美優(6)  24m83

STARRAW

女６年

総合得点 宜野座陸上ｸﾗﾌﾞ 334.83点 ｱｽﾘｰﾄ工房 293点 あわせJRC 98点 石垣島ｱｽﾘｰﾄ 81点 skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 71.33点 ｽﾀﾃﾞｨｵﾝ 63点 GROWTH 48点 LIL　WING 47.5点

凡例（NGR:大会新記録）


