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沖縄県高等学校クロスカントリーリレー大会

主催:沖縄県高等学校体育連盟・沖縄県高等学校体育連盟陸上競技専門部
会場:沖縄県総合運動公園補助競技場及び公園内園路コース
後援:(一社)沖縄陸上競技協会
日付:2022-2-23 最終コール:0:00 競技開始:11:00

全国高校最高　
九州高校最高　
県　 最   高　
大会記録(参)　1:04.13　北　山　高校(第28回/2021年)今帰仁・本部コ－ス　　

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

1 1:05:46 2 北山 前原　颯斗(2) 大城　琉生(1) 名嘉眞亜蓮(2) 平良　琉空(2) 金武　凌世(2)
ﾏｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ ｵｵｼﾛ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾏ ｱﾚﾝ ﾀｲﾗ ﾘｭｳｸ ｷﾝ ﾘｮｳｾｲ
(2) 18:26 (2) 31:19 (2) 40:49 (2) 50:18 (1) 1:05:46
(2) 18:26 (2) 12:53 (2) 9:30 (1) 9:29 (1) 15:28

2 1:06:07 26 宜野湾 勝連　琉句(1) 大城　拓海(1) 當山　武蔵(2) 嶺井　政親(2) 花城　欄斗(2)
ｶﾂﾚﾝ ﾘｸ ｵｵｼﾛ ﾀｸﾐ ﾄｳﾔﾏ ﾑｻｼ ﾐﾈｲ ﾏｻﾁｶ ﾊﾅｼﾛ ﾗﾝﾄ

(4) 18:28 (1) 31:17 (1) 40:31 (1) 50:07 (2) 1:06:07
(4) 18:28 (1) 12:49 (1) 9:14 (2) 9:36 (2) 16:00

3 1:09:31 45 那覇西 金　昇生(2) 秦　洸人(2) 澤岻　優矢(1) 前盛　希望(2) 福島　孝介(2)
ｷﾝ  ｼｮｳｷ ﾊﾀ  ﾋﾛﾄ ﾀｸｼ  ﾕｳﾔ ﾏｴﾓﾘ  ﾉｿﾞﾑ ﾌｸｼﾏ  ｺｳｽｹ
(3) 18:28 (4) 32:33 (4) 42:56 (3) 53:19 (3) 1:09:31
(3) 18:28 (6) 14:05 (5) 10:23 (3) 10:23 (3) 16:12

4 1:12:00 5 名護 新城　陽(2) 眞喜志茉弥(1) 新里　暖(1) 儀保　陽大(1) 宮城　新来(2)
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾖｳ ﾏｷｼ ﾏﾋﾛ ｼﾝｻﾞﾄ ﾀﾞﾝ ｷﾞﾎﾞ ﾖｳﾀ ﾐﾔｷﾞ ﾆﾗｲ
(6) 19:47 (6) 34:03 (6) 44:28 (8) 55:40 (4) 1:12:00
(6) 19:47 (7) 14:16 (6) 10:25 (7) 11:12 (4) 16:20

5 1:12:06 58 宮古 洲鎌　暖登(2) 与那覇礼夢(2) 長間　翔那(2) 具志堅徹弥(2) 志賀　優真(1)
ｽｶﾞﾏ ﾊﾙﾄ ﾖﾅﾊ ﾗｲﾑ ﾅｶﾞﾏ ｼｮｳﾅ ｸﾞｼｹﾝ ﾃﾂﾔ ｼｶﾞ ﾕｳﾏ
(5) 19:30 (5) 33:23 (5) 43:20 (4) 53:57 (5) 1:12:06
(5) 19:30 (4) 13:53 (4) 9:57 (5) 10:37 (7) 18:09

6 1:12:53 56 糸満 中沼　武蔵(1) 安里　悠利(1) 石川　聖斗(1) 川満　琉(1) 前田　鈴音(1)
ﾅｶﾇﾏ ﾑｻｼ ｱｻﾄ ﾕｳﾘ ｲｼｶﾜ ｷﾖﾄ ｶﾜﾐﾂ ﾘｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾚｵﾝ
(8) 20:36 (7) 34:34 (7) 44:29 (7) 55:40 (6) 1:12:53
(8) 20:36 (5) 13:58 (3) 9:55 (6) 11:11 (5) 17:13

7 1:13:21 33 浦添 小山道大朗(2) ルイーズ俊(2) 平良　柊斗(2) 石川　壱清(2) 長浜　稜弥(2)
ｺﾔﾏ ﾐﾁﾀﾛｳ ﾙｲｰｽﾞ ｼｭﾝ ﾀｲﾗ ｼｭｳﾄ ｲｼｶﾜ ｲｯｾｲ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｮｳﾔ
(7) 20:04 (8) 34:36 (8) 45:01 (6) 55:36 (7) 1:13:21
(7) 20:04 (9) 14:32 (6) 10:25 (4) 10:35 (6) 17:45

8 1:14:08 90 合同 具志堅一斗:コザ(2) 前田光真:知念(2) 金城啓斗:沖工(2) 比嘉柚月:知念(2) 伊波龍汰郎:知念(2)
ｸﾞｼｹﾝ ｲｯﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾏ ｷﾝｼﾞｮｳ ｹｲﾄ ﾋｶﾞ ﾕｽﾞｷ ｲﾊ ﾘｭｳﾀﾛｳ
(1) 18:13 (3) 31:57 (3) 42:35 (5) 54:34 (8) 1:14:08
(1) 18:13 (3) 13:44 (8) 10:38 (8) 11:59 (10) 19:34

9 1:22:14 59 宮古総実 砂川　昌咲(2) 恩川　拓大(2) 上原史心星(1) 松川　勝紀(2) 平良　幸誠(1)
ｽﾅｶﾜ ｼｮｳｻｸ ｵﾝｶﾜ ﾀｸﾄ ｳｴﾊﾗ ﾌﾐﾄｼ ﾏﾂｶﾞﾜ ｶﾂｷ ﾀｲﾗ ｺｳｾｲ
(9) 20:36 (9) 34:54 (9) 48:28 (9) 1:00:37 (9) 1:22:14
(9) 20:36 (8) 14:18 (12) 13:34 (9) 12:09 (11) 21:37

10 1:29:04 25 中部商 東盛　朋大(2) 伊波　颯(2) 赤嶺　漣(1) 比嘉　健登(2) 島袋　航(2)
ﾋｶﾞｼﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ ｲﾊ ﾊﾔﾃ ｱｶﾐﾈ ﾚﾝ ﾋｶﾞ ﾀｸﾄ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｳ
(11) 23:40 (10) 42:22 (10) 55:51 (10) 1:10:24 (10) 1:29:04
(11) 23:40 (10) 18:42 (10) 13:29 (11) 14:33 (8) 18:40

11 1:38:18 29 浦添商 當山　恵叶(2) 平良  琉輝(1) ダイバート乃瑠(1) 親富祖　亜蓮(1) 上村　歩夢(2)
ﾄｳﾔﾏ ｹｲﾄ ﾀｲﾗ ﾘｭｳｷ ﾀﾞｲﾊﾞｰﾄﾞ　ﾅｲﾙ ｵﾔﾌｿ　ｱﾚﾝ ｶﾐﾑﾗ ｱﾕﾑ

(12) 26:14 (11) 47:50 (11) 1:01:22 (11) 1:15:06 (11) 1:38:18
(12) 26:14 (11) 21:36 (11) 13:32 (10) 13:44 (12) 23:12

OPN 1:09:05 100 北山B 島袋竜太郎(1) 湧川　辰哉(1) 迎里　慈詠(1) 森山　叶人(1) 仲宗根光平(2)
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾜｸｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾑｶｴｻﾞﾄ ｼﾞｴｲ ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅﾄ ﾅｶｿﾈ ｺｳﾍｲ
(OPN) 19:31 (OPN) 32:58 (OPN) 42:20 (OPN) 52:34 (OPN) 1:09:05
(OPN) 19:31 (OPN) 13:27 (OPN) 9:22 (OPN) 10:14 (OPN) 16:31

OPN 1:18:37 101 那覇西Ｂ 城間　楯(1) 嘉数　裕真(1) 上原　佑斗(1) 奥間　政太(1) 吉田　璃玖(1)
ｼﾛﾏ  ｼｭﾝ ｶｶｽﾞ  ﾕｳﾏ ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾄ ｵｸﾏ　ｼｮｳﾀ ﾖｼﾀﾞ  ﾘｸ

(OPN) 22:04 (OPN) 37:17 (OPN) 47:24 (OPN) 1:00:27 (OPN) 1:18:37
(OPN) 22:04 (OPN) 15:13 (OPN) 10:07 (OPN) 13:03 (OPN) 18:10

43 那覇 宮里　涼太(2) 新垣　尚士(2) 森東　陸(2) 板良敷朝丈(2) 玉城　光貴(1)
ﾐﾔｻﾞﾄ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｶｷ ﾅｵﾄ ﾓﾘﾄｳ ﾘｸ ｲﾀﾗｼｷ ﾄﾓﾀｹ ﾀﾏｼﾛ ｺｳｷ
(10) 22:36
(10) 22:36 DNF (9) 11:49 DNF (9) 19:10

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

区間記録（参考） 上原　琉翔  嘉数純平    志良堂清流  宮里　洸    山城　弘弐  
北山        北山        北山        北山        コザ        

17:52 12:30  9:08  8:48 15:21

OPN:オープン参加/ DNF…区間未完走



男子　　　 駅伝(EKIDEN)
全国高校最高　
九州高校最高　
県　 最   高　
大会記録(参)　1:04.13　北　山　高校(第28回/2021年)今帰仁・本部コ－ス　　

順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

合同   1 2 1:05:46 北山

北山   2 26 1:06:07 宜野湾

那覇西   3 45 1:09:31 那覇西

宜野湾   4 5 1:12:00 名護

宮古   5 58 1:12:06 宮古

名護   6 56 1:12:53 糸満

浦添   7 33 1:13:21 浦添

糸満   8 90 1:14:08 合同

宮古総実   9 59 1:22:14 宮古総実

那覇  10 25 1:29:04 中部商

中部商  11 29 1:38:18 浦添商

浦添商
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沖縄県高等学校クロスカントリーリレー大会

主催:沖縄県高等学校体育連盟・沖縄県高等学校体育連盟陸上競技専門部
会場:沖縄県総合運動公園補助競技場及び公園内園路コース
後援:(一社)沖縄陸上競技協会
日付:2022-2-23 最終コール:0:00 競技開始:9:00

全国高校最高(参)　1:06.26　埼玉栄高校　(第 8回/1996年)京都西京極コ－ス
九州高校最高(参)　1:07.19　神村学園　　(第31回/2019年)京都西京極コ－ス
県　 最　 高(参)  1:10.33  豊見城南高校(第 7回/1995年)京都西京極コ－ス
大会記録(参)　  　1:13.16　名　護　高校(第15回/2007年)今帰仁・本部コ－ス

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

1 1:25:13 91 合同 金城怜海:沖カト(1) 金城野風:沖カト(2) モリソンティア菫：コザ(2) 奥間凛香:宜野湾(1) 淺野愛菜:コザ(2)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ ﾓﾘｿﾝ ﾃｨｱ ｵｸﾏ ﾘﾝｶ ｱｻﾉ ｱｲﾅ
(1) 22:47 (1) 38:33 (1) 50:54 (1) 1:05:05 (1) 1:25:13
(1) 22:47 (1) 15:46 (1) 12:21 (4) 14:11 (1) 20:08

2 1:28:30 5 名護 下里　友美(2) 山城　瑚子(2) 比嘉　暖(1) 伊野波美織(1) 荻堂　音花(2)
ｼﾓｻﾞﾄ ﾄﾓﾐ ﾔﾏｼﾛ ｺｺ ﾋｶﾞ ﾉﾝ ｲﾉﾊ ﾐｵﾘ ｵｷﾞﾄﾞｳ ｵﾄｶ
(3) 24:21 (3) 41:03 (3) 53:47 (3) 1:07:05 (2) 1:28:30
(3) 24:21 (2) 16:42 (3) 12:44 (2) 13:18 (2) 21:25

3 1:28:40 45 那覇西 伊波  澪(2) 上原麻梨楠(2) 宮城梨里香(1) 宜保　百香(2) 仲間　郁舞(2)
ｲﾊ  ﾐｵ ｳｴﾊﾗ  ﾏﾘﾅ ﾐﾔｷﾞ  ﾘﾘｶ ｷﾞﾎﾞ  ﾓﾓｶ ﾅｶﾏ  ｲﾏ

(2) 22:50 (2) 40:23 (2) 53:03 (2) 1:06:55 (3) 1:28:40
(2) 22:50 (3) 17:33 (2) 12:40 (3) 13:52 (4) 21:45

4 1:32:47 42 那覇商 川満　安莉(2) 小波津樹璃(1) 山城　響(2) 喜久川ひらり(2) 外間　友結(2)
ｶﾜﾐﾂ ｱﾝﾘ ｺﾊﾂ ｼﾞｭﾘ ﾔﾏｼﾛ ﾋﾋﾞｷ ｷｸｶﾜ ﾋﾗﾘ ﾎｶﾏ ﾕﾕ
(4) 27:18 (4) 45:14 (4) 58:13 (4) 1:11:15 (4) 1:32:47
(4) 27:18 (4) 17:56 (4) 12:59 (1) 13:02 (3) 21:32

5 1:41:03 43 那覇 髙良　心(1) 宮城菜々美(2) 榮　莉妃(1) 玉城　虹羽(1) 金城　倫奈(1)
ﾀｶﾗ ｼﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ ｻｶｴ ﾘｺ ﾀﾏｷ ﾆｼﾞﾊ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾝﾅ

(6) 29:17 (5) 49:02 (5) 1:03:25 (5) 1:18:10 (5) 1:41:03
(6) 29:17 (5) 19:45 (6) 14:23 (5) 14:45 (5) 22:53

6 1:49:35 48 知念 玉那覇　未来(2) 上原　るい(2) 大城　遼佳(2) 上江洲　美羽(2) 屋比久　真緒(2)
ﾀﾏﾅﾊ ﾐﾗｲ ｳｴﾊﾗ ﾙｲ ｵｵｼﾛ ﾘｮｳｶ ｳｴｽﾞ ﾐﾕｳ ﾔﾋﾞｸ ﾏｵ
(7) 31:18 (7) 52:30 (6) 1:06:09 (6) 1:23:44 (6) 1:49:35
(7) 31:18 (6) 21:12 (5) 13:39 (7) 17:35 (7) 25:51

7 1:51:59 25 中部商 富里　璃紗(2) 古堅　希颯(2) 譜久里心乃(2) 金城　舞緒(2) 小橋川晃和(2)
ﾄﾐｻﾄ ﾘｻ ﾌﾙｹﾞﾝ ﾉﾉｶ ﾌｸｻﾞﾄ ｺｺﾉ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ

(5) 27:34 (6) 50:13 (7) 1:10:07 (7) 1:26:42 (7) 1:51:59
(5) 27:34 (7) 22:39 (7) 19:54 (6) 16:35 (6) 25:17

OPN 1:41:13 102 那覇商B 砂邊　輝(2) 新垣　みゆ(2) 下山　真央(1) 玉元　凛香(2) 城間　花(1)
ｽﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ ｱﾗｶｷ ﾐﾕ ｼﾓﾔﾏ ﾏﾋﾛ ﾀﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ ｼﾛﾏ ﾊﾅ

(OPN) 30:47 (OPN) 50:59 (OPN) 1:04:41 (OPN) 1:18:28 (OPN) 1:41:13
(OPN) 30:47 (OPN) 20:12 (OPN) 13:42 (OPN) 13:47 (OPN) 22:45

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

区間記録（参考） 山里優美    新垣佳織    平良　茜    仲村風子    崎浜絵美    
名護        南部商業    豊見城南    名護        名護        

20:20 14:16 10:10 10:18 17:24

OPN:オープン参加



女子　　　 駅伝(EKIDEN)
全国高校最高(参)　1:06.26　埼玉栄高校　(第 8回/1996年)京都西京極コ－ス
九州高校最高(参)　1:07.19　神村学園　　(第31回/2019年)京都西京極コ－ス
県　 最　 高(参)  1:10.33  豊見城南高校(第 7回/1995年)京都西京極コ－ス
大会記録(参)　  　1:13.16　名　護　高校(第15回/2007年)今帰仁・本部コ－ス

順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

合同   1 91 1:25:13 合同

那覇西   2 5 1:28:30 名護

名護   3 45 1:28:40 那覇西

那覇商   4 42 1:32:47 那覇商

中部商   5 43 1:41:03 那覇

那覇   6 48 1:49:35 知念

知念   7 25 1:51:59 中部商


