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第７６回国民体育大会陸上競技選考会 2021年7月17日（土）～18日(日)
決勝一覧表

ﾀﾋﾟｯｸ県総ひやごんｽﾀｼﾞｱﾑ

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
7/18 １００ｍ 新崎　仁也 10.41 下地　駿麻(2) 10.51 岡崎　隼弥 10.62 矢野　昌幸 10.64 知名　海翔(3) 10.69 高松　史明(2) 10.84 古謝　開仁 10.87

九州共立大 +1.7 東海大 +1.7 名桜大 +1.7 GROWTH +1.7 名桜大 +1.7 名桜大 +1.7 沖縄陸協 +1.7 

7/17 ３００ｍ 高松　史明(2) 34.54 本間慎太郎 36.12 親川　大慶 36.49 上地　康太 37.21 沖　　千翔(2) 38.12 伊藤夢希斗 42.01
名桜大 沖縄大 沖縄陸協 Luster 名桜大 沖縄大

7/17 ８００ｍ 瑞慶覧裕介  1:52.72 吉村　瑞樹  1:53.90 仲井真タイ剣人(2) 1:54.01 大城　希月  1:56.09 外間　勇太  1:56.32 識名　黄羅  1:58.87 山本　裕盛(2)  2:00.30 仲程　太陽  2:02.78
JTARC JTARC 関東学院大 名桜大 友睦物流 山梨学院大 名桜大 沖縄大

7/17 ５０００ｍ 宮城　　響 16:02.83 浅倉　　望(1) 16:14.41 西川　朋秀(3) 16:55.50 仲地　雄輝(2) 18:37.96 伊保　光輔 19:35.49
JTARC 名桜大 琉球大 琉球大 沖縄陸協

7/18 110mH 新崎　宇宙 14.86 田村　　龍 16.73
(1.067m) なんじぃAC +0.7 ｾﾚｯｿAC +0.7 

7/17 ５０００ｍ競歩 米須　一清 21:36.83 松尾　勇輝(3) 24:34.63
九州共立大 NOR 琉球大

7/17 走高跳 外間　友喜 2m00 比嘉　綱大 2m00 加藤　洋平 1m70
ｱｽﾘｰﾄ工房 駿河台大 ｱｽﾘｰﾄ工房

7/17 走幅跳 屋良　太章 7m12 中村　雄人 6m81 島袋　大和 6m42 武田晃太郎(1) 6m38 脇田　治樹(2) 5m97 中川晃太朗(1) 5m19
友睦物流 +2.2 名桜大 -1.1 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ伊江島 +3.6 名桜大 -1.2 名桜大 -0.3 琉球大 +1.0 

7/18 ハンマー投 仲田　一星  46m84 大野　銀太  38m24 中村　大悟(1)  27m99
(7.260Kg) 沖縄大 沖縄大 名桜大

7/17 やり投 山城　直之  64m36 南　　辰貴  64m13 比嘉　　遥  58m10
(0.800Kg) 沖縄陸協 九州共立大 九州共立大

7/18 １００ｍ ﾜｫｰﾀｰｽﾞ稀杏(3) 10.88 當間　秀吾(3) 10.92 同順：奥山　和磨(2) 10.92 東恩納　蓮(3) 11.23 座間味　俊樹(2) 11.26 大城　悠槙(2) 11.29 上原史月輝(3) 11.35 阿波根宏哉(3) 11.39
那覇西高 +0.8 那覇西高 +0.8 浦添高 +0.8 石川高 +0.8 宜野湾高 +0.8 那覇西高 +0.8 宮古高 +0.8 石川高 +0.8 

7/17 ３００ｍ 山内祐之介(3) 36.52 仲吉　瑠斗(3) 37.17 伊波　慧哉(3) 37.22 伊波　諒哉(3) 37.22 友利　泰智(3) 37.72 赤嶺　　翔(3) 39.30
石川高 那覇西高 石川高 石川高 宮古高 中部商業高

7/17 ８００ｍ 加治工博恵(3)  2:00.35 島　蒼太朗(3)  2:00.92 伊志嶺　光海(3)  2:03.25 新城　　陽(2)  2:04.30 山城　彗鳳(2)  2:05.16 仲村　尚悟(3)  2:05.94 砂川　翔亮(2)  2:06.62 長浜　稜弥(2)  2:07.95
宜野湾高 球陽高 普天間高 名護高 宜野湾高 中部商業高 那覇西高 浦添高

7/17 ５０００ｍ 具志堅一斗(2) 15:30.21 嶋田　健人(3) 15:40.49 嶺井　政親(2) 16:19.95 金　　昇生(2) 16:20.85 福島　孝介(2) 16:21.92 新城　　陽(2) 16:27.73 花城　欄斗(2) 16:40.38 慶田本　碧(3) 16:43.54
ｺｻﾞ高 宜野湾高 宜野湾高 那覇西高 那覇西高 名護高 宜野湾高 那覇西高

7/17 ３００ｍＨ 砂川　　光(3) 39.18 照屋　隆翔 43.30 名護　　蓮夜(3) 44.25 川田　大輝(2) 44.69 板良敷朝丈(2) 46.05 瀬底　治幹(2) 48.65 上地優貴也(2) 48.74
(０．９１４ｍ) 中部商業高 北山高 普天間高 沖縄工業高 那覇高 首里高 沖縄工業高

7/18 棒高跳 山城　亜倫(3) 4m40 大湾　政和(3) 4m00 山城　　虹碧(2) 3m80 板良敷朝丈(2) 3m00 知念　龍玖(3) 2m50
普天間高 那覇高 普天間高 那覇高 中部商業高

7/18 ハンマー投 宜野座康生(2)  48m78 寺山　爽太郎(2)  47m69 久高　康靖(2)  34m02 比嘉　琉恩(2)  26m35 ｻﾝﾄﾞﾊﾞﾙ ｱﾝﾄﾞﾚｽ吏久(2) 17m11
(6.000Kg) 中部商業高 普天間高 与勝高 知念高 沖縄尚学高

7/18 １００ｍ 川田　忠輝(1) 10.98 池田　　澪(1) 11.38 金城　楓樹(1) 11.41 平良　勇翔(1) 11.52 櫛引　琉星(1) 11.57 山城　友亜(1) 11.59 上原　祐太(3) 11.63 狩俣　和季(1) 11.68
那覇西高 +0.5 那覇西高 +0.5 中部商業高 +0.5 那覇西高 +0.5 那覇西高 +0.5 沖縄尚学高 +0.5 豊見城JRC +0.5 普天間高 +0.5 

7/18 ３０００ｍ 勝連　琉句(1)  9:08.89 山﨑　　洸(1)  9:25.16 當間　琉貴(1)  9:28.35 上原　佑斗(1)  9:29.19 具志堅源竜郎(3)  9:40.23 高良　太一(3)  9:40.31 大城　拓海(1)  9:46.73 澤岻　優矢(1) 10:03.09
宜野湾高 沖縄尚学高 那覇西高 那覇西高 なんじぃAC 首里中 宜野湾高 那覇西高

7/17 走幅跳 宜野座海晴(1) 6m48 富盛　　陽(3) 6m24 大橋　空知(3) 6m10 玉城　幸大(1) 6m08 池田　　澪(1) 5m74 伊藝　修一(3) 5m68 大城　史悟(3) 5m60 玉城　良雅(1) 5m48
普天間高 +0.9 浦西中 +2.9 Nature +1.7 首里東高 +1.3 那覇西高 +2.4 沖尚中 +0.8 skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.7 中部商業高 +2.1 

7/17 砲丸投 外間　勝結(3)  12m32 慶田嵩精哉(1)  12m30 玉城　良雅(1)  10m31 村田　悠蓮(1)   9m80 古堅　大雅(1)   9m36 藤田　祥直(3)   7m25 比嘉　飛翔(3)   7m15 飯田　修羅(3)   6m59
(5.000Kg) 与勝中 那覇西高 中部商業高 沖縄工業高 中部商業高 上山中 宜野座中 宜野座中

7/18 棒高跳 出場者なし

7/17 ５０００ｍ競歩 比嘉　洸希(3) 27:42.83 金城　和磨(1) 27:56.44 東盛　朋大(2) 28:10.51
ｺｻﾞ高 向陽高 中部商業高

7/18 110mH 宜保　　駆(3) 14.64 砂川　太吾(3) 14.81 橋口　　翔 15.53 高江洲昌俊(1) 16.86 知念　龍玖(3) 16.91 大城　遥幸(1) 17.18 上地優貴也(2) 20.18
(0.991m) 那覇西高 +0.9 宮古高 +0.9 北山高 +0.9 球陽高 +0.9 中部商業高 +0.9 Nature +0.9 沖縄工業高 +0.9 

7/17 走高跳 山城　　琉(2) 1m85 砂川　陽斗(2) 1m80 赤嶺　　漣(1) 1m75 大田　守能(2) 1m70 我如古琳紳(2) 1m70 山城　遼介(1) 1m60
沖縄工業高 那覇高 中部商業高 那覇高 球陽高 中部商業高

7/18 三段跳 伊波　　颯(2) 13m64 與那嶺　諒(3) 13m03 大城　凪海(3) 12m26 島袋　翔琉 11m85 富盛　　陽(3) 11m74 大城　尚也(3) 10m67 大城　史悟(3) 10m43
中部商業高 -2.4 普天間高 -0.8 中部商業高 +1.0 北山高 -1.7 浦西中 +1.3 Nature +1.1 skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.7 

7/18 円盤投 照屋　瑠亜(2)  43m26 外間　勝結(3)  33m55 慶田嵩精哉(1)  32m54 勝見　静琉(2)  32m43 小橋川蓮太(2)  31m57 久高　康靖(2)  29m19 ｻﾝﾄﾞﾊﾞﾙ ｱﾝﾄﾞﾚｽ吏久(2) 27m81 大城　吏士(2)  26m93
(1.750Kg) 那覇西高 与勝中 那覇西高 那覇高 浦添高 与勝高 沖縄尚学高 石川高

7/17 リレー４×１００ｍ 那覇西高A 41.37 沖縄大 42.66 那覇西高B 42.94 中部商業高 43.30 普天間高 44.47 球陽高 46.80
  川田　忠輝(1)   仲里　一志   池田　　澪(1)   大城　凪海(3)   普天間朝貴(1)   伊佐　水玖(1)
  ﾜｫｰﾀｰｽﾞ稀杏(3)   仲村渠雄太   大城　悠槙(2)   金城　楓樹(1)   宜野座海晴(1)   稲福　瑠獅(2)
  當間　秀吾(3)   本間慎太郎   櫛引　琉星(1)   伊波　　颯(2)   狩俣　和季(1)   我如古琳紳(2)
  宜保　　駆(3)   岸本隆之輔   平良　勇翔(1)   金城　奎紀(2)   大場　利輝(1)   比嘉龍之介(2)
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第７６回国民体育大会陸上競技選考会 2021年7月17日（土）～18日(日)
決勝一覧表

ﾀﾋﾟｯｸ県総ひやごんｽﾀｼﾞｱﾑ

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
7/18 １００ｍ 座間味里奈 11.93 岸本　優美(2) 12.28 渡久地希里 12.47 阿波根朱里 12.72 金城　麻華 13.43 仲村　愛里 13.49 仲地　楓華 13.65 宮城　　如 13.87

ｱｽﾘｰﾄ工房 +1.2 東女体大 +1.2 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ伊江島 +1.2 沖縄大 +1.2 ｱｽﾘｰﾄ工房 +1.2 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ伊江島 +1.2 沖縄大 +1.2 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ伊江島 +1.2 
7/17 ３００ｍ 仲地アマヤ(1) 41.48 仲地　楓華 45.95

東亜大 沖縄大

7/17 ８００ｍ 花田　佳乃(3)  2:22.79 富里　璃紗(2)  2:23.65 金城　野風(2)  2:23.85 津波　　京佳(2)  2:26.54 浜崎みなみ  2:30.10 黒澤　秀香  2:33.14 渡久山紗希(2)  2:39.48
中部商業高 中部商業高 沖縄ｶﾄﾘｯｸ高 普天間高 名桜大 沖縄大 中部商業高

7/18 １００ｍＨ 阿波根朱里 15.20
(０．８４０ｍ） 沖縄大 +0.4 

7/17 ５０００ｍ競歩 仲間　望郁 27:42.44 山城　萌葵(2) 29:44.84
九州共立大 向陽高

7/17 走高跳 岸本　志恵(2) 1m74 大底　桃花(1) 1m60 金城志桜里(2) 1m55 知花　美麗(3) 1m35 町田　　響(1) 1m35 小橋川晃和(2) 1m30 山田いさみ(1) 1m25
日本女子体育大 普天間高 那覇西高 中部商業高 普天間高 中部商業高 普天間高

7/17 棒高跳 丹本　七緒(1) 2m80 名嘉眞メグ 2m70
名桜大 沖縄大

7/17 走幅跳 仲村　愛里 5m19 大城　咲羅 4m85
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ伊江島 +0.8 沖縄大 +3.0 

7/17 やり投 大城　まゆ  52m71 古堅茉由子  36m07
(0.600Kg) 共立クラブ 九州共立大

7/18 ハンマー投 相田　真央(1)  49m82
(4.000kg) 鹿屋体育大

7/18 １００ｍ 石嶺　真鈴(3) 12.19 上地　愛花(2) 12.47 當眞　千尋(3) 12.90 渡口　　舞(3) 12.91 西平　杏梨(2) 12.96 金城　七星(2) 13.10 砂辺　桃香(3) 13.46
石川高 +0.9 石川高 +0.9 石川高 +0.9 普天間高 +0.9 知念高 +0.9 球陽高 +0.9 中部商業高 +0.9 

7/17 ３００ｍ 石嶺　真鈴(3) 39.99 富里　璃紗(2) 43.07 上地　愛花(2) 43.87 大城　美怜(2) 43.95 大城佳奈美(2) 47.20
石川高 中部商業高 石川高 那覇高 名護高

7/18 ３０００ｍ 伊波　　澪(2) 11:14.34 渡久山紗希(2) 11:47.53 仲座　美琴(3) 12:27.70 宜保　百香(2) 12:41.64 荻堂　音花(2) 12:50.71 屋比久　真緒(2) 14:02.59 玉那覇　未来(2) 14:12.57 上原　るい(2) 14:25.18
那覇西高 中部商業高 那覇西高 那覇西高 名護高 知念高 知念高 知念高

7/17 ３００ｍＨ 上原　　梨恵子(2) 46.30 新垣　藍子(3) 46.77 照屋　希歩(2) 52.96 瑞慶山　　桜(2) 54.11
(０．７６２ｍ） 普天間高 那覇西高 沖縄尚学高 普天間高

7/17 走幅跳 渡口　　舞(3) 5m36 石原麻理奈(3) 5m21 金城　七星(2) 5m13 小浜　希玲(2) 5m13
普天間高 +0.8 浦添高 +0.6 球陽高 -1.0 名護高 +2.0 

7/18 ハンマー投 外間結希乃(2)  42m67
(4.000kg) 与勝高

7/18 １００ｍ 今村　香保(3) 12.75 喜久里彩吹(3) 12.75 當眞　紗南(1) 12.82 又吉　一莉(3) 12.88 青山　　朱(1) 13.13 齋藤　　月(1) 13.26 新城　すず 13.26 大底　桃花(1) 13.31
skyｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.4 東風平中 +1.4 那覇西高 +1.4 球陽中 +1.4 那覇西高 +1.4 石垣島ｱｽﾘｰﾄ +1.4 北山高 +1.4 普天間高 +1.4 

7/17 ８００ｍ 金城　怜海(1)  2:23.91 生一　風花(3)  2:28.57 玉城　祐希(3)  2:33.95 馬場　蓮那(3)  2:37.55 金城　倫奈(1)  2:38.02 柳澤　果歩(3)  2:38.10 喜瀬　桜子(3)  2:39.24 垣花菜都子(1)  2:41.78
沖縄ｶﾄﾘｯｸ高 なんじぃAC 与勝中 なんじぃAC 那覇高 沖尚中 名護中 ｺｻﾞ高

7/18 100mH 喜久里彩吹(3) 14.22 前山田ｼﾞｬｽﾞﾐﾝﾗｲﾄ(3) 16.05 赤嶺　結生(1) 17.55 花田乃里佳(3) 18.17 玉那覇日葵(3) 18.54
(0.762m_8.5m) 東風平中 +1.0 首里中 +1.0 沖縄尚学高 +1.0 屋我地ひるぎ学園 +1.0 沖尚中 +1.0 

7/17 走幅跳 喜久里彩吹(3) 5m45 川満　　夕(1) 5m41 當眞　紗南(1) 4m95 東　　芽依(3) 4m44 大嶺　里緒(3) 4m38 島袋愛琉好 4m34 通事　琉愛(1) 4m15
東風平中 +2.3 那覇国際高 +0.6 那覇西高 +1.6 宜野座中 +0.2 沖尚中 -0.1 北山高 +1.0 那覇西高 -1.6 

7/17 砲丸投 玉城　璃音(3)   9m04 知念　一菜(1)   9m04 宮里ありさ(1)   8m48 親川　七海(1)   8m37 宜野座彩未(3)   7m61 島袋　愛美   7m60
(4.000Kg) 糸満中 与勝高 那覇西高 知念高 宜野座中 北山高

7/17 ３０００ｍ競歩 仲間　郁舞(2) 15:57.11 安田ほのか(2) 18:08.98
那覇西高 沖縄尚学高

7/18 円盤投 友利　晟弓(2)  42m79 外間結希乃(2)  41m07 知念　一菜(1)  24m65 宜野座彩未(3)  20m84
(1.000Kg) 那覇西高 与勝高 与勝高 宜野座中

7/17 やり投 野原　萌花(3)  35m87 照屋　　葵  34m34 友寄　桜香(1)  29m77 新城　陽菜(2)  29m21 糸数　天音(1)  26m44 下門美優菜(2)  26m27 根間　綺世(1)  21m41
(0.600Kg) 糸満高 北山高 那覇西高 向陽高 那覇西高 那覇西高 向陽高

7/17 リレー４×１００ｍ 中部商業高A 50.80 那覇西高B 51.87 那覇西高A 51.98 普天間高 52.62 知念高 59.54
  古堅　希颯(2)   大城　乃笑(1)   松原　奈々(2)   大底　桃花(1)   知念　　葵(1)
  砂辺　桃香(3)   當眞　紗南(1)   青山　　朱(1)   上原　　梨恵子(2)   西平　杏梨(2)
  知花　美麗(3)   遠藤　優杏(1)   嘉数　れあ(2)   津波　　京佳(2)   大嶺　黎桂(2)
  小橋川晃和(2)   宮里ありさ(1)   金城志桜里(2)   瑞慶山　　桜(2)   城間　咲穂(1)
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凡例（NOR:沖縄新記録）


