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令和４年度　沖縄県高等学校新人体育大会

第３０回　沖縄県高等学校新人駅伝競走大会

主催:県高体連/県教委 後援:県スポーツ協会/糸満市/糸満市教育委員会

会場:西崎町ハーフマラソンコース

主管:県高体連陸上専門部/沖陸協　協賛:NHK/琉球新報/沖縄ﾀｲﾑｽ/ROK/OTV/RBC/QAB

日付:2023-1-29 最終コール:0:00 競技開始:12:20

全国高校最高　
九州高校最高　
県　 最   高　
大会記録　  　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 1:05:21 2 北山 大城　琉生(2) 湧川　辰哉(2) 迎里　慈詠(2) 島袋　翔(1) 具志堅　源竜郎(1)
オオシロ　リュウキ ワクガワ　タツヤ ムカエザト　ジエイ シマブクロ　ショウ グシケン　ゲンタツロウ

(1) 18:24 (1) 31:17 (1) 40:39 (1) 49:30 (1) 1:05:21
(1) 18:24 (1) 12:53 (2) 9:22 (1) 8:51 (1) 15:51

2 1:07:17 45 那覇西 當間  琉貴(2) 上原  佑斗(2) 富盛  琉誠(1) 澤岻  優矢(2) 與那嶺  斗翔(1)
トウマ  リュウキ ウエハラ  ユウト トミモリ  リュウセイ タクシ  ユウヤ ヨナミネ  トワ

(3) 19:09 (3) 32:03 (3) 41:22 (3) 50:56 (2) 1:07:17
(3) 19:09 (2) 12:54 (1) 9:19 (3) 9:34 (2) 16:21

3 1:07:59 26 宜野湾 大城　拓海(2) 勝連　琉句(2) 山城　彗鳳(2) 砂川　凌空(2) 伊禮　徳赳(2)
オオシロ　タクミ カツレン　リク ヤマシロ　セオ スナガワ　リク イレイ　ノリタケ

(2) 18:35 (2) 31:42 (2) 41:21 (2) 50:54 (3) 1:07:59
(2) 18:35 (3) 13:07 (3) 9:39 (2) 9:33 (4) 17:05

4 1:10:11 56 糸満 安里　悠利(2) 石川　聖斗(2) 前田　鈴音(2) 高嶺　一珠(2) 中沼　武蔵(2)
アサト　ユウリ イシカワ　キヨト マエダ　レオン タカミネ　イジュ ナカヌマ　ムサシ

(4) 19:16 (4) 32:55 (4) 42:51 (4) 52:38 (4) 1:10:11
(4) 19:16 (4) 13:39 (4) 9:56 (4) 9:47 (5) 17:33

5 1:15:02 35 那覇国際 曽根田　新太(1) 幸地　弘樹(1) 嘉数　太志朗(1) 橋本　海聖(1) 山城　俐久(2)
ソネダ　アラタ コウチ　ヒロキ カカズ　タイシロウ ハシモト　カイセイ ヤマシロ　リク

(7) 21:25 (7) 35:56 (7) 46:12 (5) 56:35 (5) 1:15:02
(7) 21:25 (6) 14:31 (5) 10:16 (5) 10:23 (7) 18:27

6 1:15:35 90 合同Ａ 眞喜志茉弥:名護(2) 下里颯:宮古(2) 宮城一颯:名護(1) 照屋寛太:コザ(1) 平良英達:宮古(1)
マキシ　マヒロ シモサト　ハヤテ ミヤギ　イッサ テルヤ　カンタ タイラ　エイタツ

(6) 20:33 (5) 35:02 (5) 45:54 (7) 58:42 (6) 1:15:35
(6) 20:33 (5) 14:29 (7) 10:52 (11) 12:48 (3) 16:53

7 1:15:48 40 沖縄尚学 山﨑　洸(2) 宮城　孝和(1) 平良　翔(2) 饒平名　知成(2) 田場　淳志(1)
ヤマザキ　コウ ミヤギ　コウワ タイラ　ショウ ヨヘナ　トモナリ タバ　アツシ

(5) 20:22 (6) 35:33 (6) 46:05 (6) 57:22 (7) 1:15:48
(5) 20:22 (7) 15:11 (6) 10:32 (8) 11:17 (6) 18:26

8 1:19:28 43 那覇 赤嶺 昂勇(1) 冨里川　慧樹(1) 山里　悠真(2) 池原　光翼(2) 玉城　光貴(2)
アカミネコウユウ フリカワケイキ ヤマザトハルマ イケハラコウスケ タマシロコウキ

(8) 21:26 (8) 37:36 (8) 49:04 (8) 1:00:00 (8) 1:19:28
(8) 21:26 (10) 16:10 (10) 11:28 (6) 10:56 (9) 19:28

9 1:20:43 48 知念 野原　洋輝(2) 知念　侑雅(1) 當眞　琉碧(2) 山城　悠輔(2) 大宜味　和仁(1)
ノハラ　ナミキ チネン　ユウガ トウマ　ルイ ヤマシロ　ユウスケ オオギミ　カズト
(10) 22:54 (11) 38:52 (10) 50:06 (10) 1:01:34 (9) 1:20:43
(10) 22:54 (9) 15:58 (8) 11:14 (9) 11:28 (8) 19:09

10 1:20:57 21 球陽 日比野　太洋(1) 安部　真翔(2) 安永　颯(1) 高江洲　昌俊(2) 普天間　朝尚(2)
ヒビノ　タイヨウ アベ　マナト ヤスナガ　ハヤテ タカエス　マサトシ フテンマ　トモナオ

(9) 21:27 (9) 38:05 (9) 49:26 (9) 1:00:42 (10) 1:20:57
(9) 21:27 (13) 16:38 (9) 11:21 (7) 11:16 (11) 20:15

11 1:23:14 11 前原 神田　将吾(1) 久保田　善大(1) 宮城　椎凪(2) 池原　琥介(2) 比嘉　楓大(2)
カミダ　ショウゴ クボタ　ゼンタ ミヤギ　シイナ イケハラ　コウスケ ヒガ　マナト

(11) 22:56 (10) 38:37 (11) 50:37 (11) 1:03:00 (11) 1:23:14
(11) 22:56 (8) 15:41 (11) 12:00 (10) 12:23 (10) 20:14

12 1:30:34 53 南部工 金城　優希(2) 与那嶺　来夢(2) 松川　雄飛(1) 菊池　弘洋(2) 与那嶺　辰之(2)
キンジョウ　ユウキ ヨナミネ　ライム マツガワ　ユウト キクチ　コウヨウ ヨナミネ　トキユキ

(12) 26:15 (12) 42:50 (12) 54:57 (12) 1:09:07 (12) 1:30:34
(12) 26:15 (12) 16:35 (12) 12:07 (13) 14:10 (12) 21:27

13 1:35:07 41 真和志 上原　悠末(1) 西　翔哉(1) 大城　功裕弥(1) 上原　優人(1) 知念　鉄祥(1)
ウエハラ　ユウマ ニシ　ショウヤ オオシロ　コウヤ ウエハラ　ユウト チネン　テツヨシ

(13) 26:17 (13) 42:51 (13) 57:52 (13) 1:11:13 (13) 1:35:07
(13) 26:17 (11) 16:34 (13) 15:01 (12) 13:21 (13) 23:54

OPN 1:08:14 100 北山B 森山　叶人(2) 島袋　竜太郎(2) 宮城　大吉(2) 東江　蒼琉(1) 横山　晄大(1)
モリヤマ　カナト シマブクロ　リュウタロウ ミヤギ　ダイキチ アガリエ　ソウル ヨコヤマ　コウタ

(OPN) 19:21 (OPN) 32:33 (OPN) 42:03 (OPN) 51:46 (OPN) 1:08:14
(OPN) 19:21 (OPN) 13:12 (OPN) 9:30 (OPN) 9:43 (OPN) 16:28

OPN 1:19:40 101 那覇西Ｂ 賀数  裕真(2) 吉田  璃玖(2) 奥間  政太(2) 上原  祐太(1) 城間  楯(2)
カカズ  ユウマ ヨシダ  リク オクマ　ショウタ ウエハラ　ユウタ シロマ  シュン
(OPN) 21:41 (OPN) 35:44 (OPN) 48:17 (OPN) 1:00:01 (OPN) 1:19:40
(OPN) 21:41 (OPN) 14:03 (OPN) 12:33 (OPN) 11:44 (OPN) 19:39

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 上原　琉翔  嘉数純平    志良堂清流  宮里　洸    山城　弘弐  
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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

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
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令和４年度　沖縄県高等学校新人体育大会

第３０回　沖縄県高等学校新人駅伝競走大会

主催:県高体連/県教委 後援:県スポーツ協会/糸満市/糸満市教育委員会

会場:西崎町ハーフマラソンコース

主管:県高体連陸上専門部/沖陸協　協賛:NHK/琉球新報/沖縄ﾀｲﾑｽ/ROK/OTV/RBC/QAB

日付:2023-1-29 最終コール:0:00 競技開始:10:00

全国高校最高　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　1:07.23　諫早高校　　(　　　/1999年)長崎県総合運動公園コ－ス
県　 最　 高  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　  　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 1:15:36 2 北山 生一　風花(1) 親川　杏花(1) 城間　風華(2) 本村　琴美(2) 仲村　奈穂(2)
キイチ　フウカ オヤカワ　キョウカ シロマ　フウカ モトムラ　コトミ ナカムラ　ナホ

(1) 20:35 (1) 35:05 (1) 46:19 (1) 57:10 (1) 1:15:36
(1) 20:35 (1) 14:30 (1) 11:14 (1) 10:51 (1) 18:26

2 1:22:32 9 石川 古謝　志帆(1) 小底　実夢(1) 宮城　梨杏(1) 上間　こばる(1) 城間　瑠華(1)
コジャ　シホ コソコ　ミユ ミヤギ　リリア ウエマ　コバル シロマ　ルカ
(2) 22:36 (2) 38:04 (2) 50:00 (2) 1:02:01 (2) 1:22:32
(2) 22:36 (3) 15:28 (3) 11:56 (4) 12:01 (3) 20:31

3 1:24:12 45 那覇西 仲与志  悠愛(2) 玉城  祐希(1) 宮城  梨里香(2) 宮里　ありさ(2) 大城  ここの(1)
ナカヨシ  ユウア タマシロ  ユウキ ミヤギ  リリカ ミヤザト　アリサ オオシロ  ココノ

(5) 23:34 (3) 38:45 (3) 50:41 (4) 1:04:02 (3) 1:24:12
(5) 23:34 (2) 15:11 (3) 11:56 (8) 13:21 (2) 20:10

4 1:25:25 23 北中城 屋嘉比　愛菜(1) 仲間　花梨(1) 安里　琉加(2) 宮城　美優(1) 比嘉　りのあ(2)
ヤカビ　アイナ ナカマ　ハナ アサト　ルルカ ミヤギ　ミユ ヒガ　リノア

(4) 23:33 (4) 39:34 (4) 51:58 (3) 1:03:55 (4) 1:25:25
(4) 23:33 (4) 16:01 (5) 12:24 (2) 11:57 (6) 21:30

5 1:28:37 58 宮古 根間　蒼葉(2) 砂川　杏凛(1) 冨谷　ひかり(1) 友利　聖奈(1) 古堅　彩佳(2)
ネマ　アオバ スナカワ　アンリ トミタニ　ヒカリ トモリ　セイナ フルゲン　アヤカ
(6) 24:08 (6) 41:12 (6) 53:40 (5) 1:06:47 (5) 1:28:37
(6) 24:08 (5) 17:04 (7) 12:28 (7) 13:07 (7) 21:50

6 1:28:47 91 合同B 金城怜海:沖ｶﾄ(2) 石原妃乃:宜野(1) 勝連姫生:宜野(1) 石川歩楓:宜野(2) 奥間凜香:宜野(2)
キンジョウレミ イシハラ　ヒメノ カツレン　ヒナ イシカワ　アユカ オクマ　リンカ

(3) 23:14 (5) 40:51 (5) 53:20 (7) 1:07:47 (6) 1:28:47
(3) 23:14 (6) 17:37 (8) 12:29 (10) 14:27 (5) 21:00

7 1:29:06 42 那覇商 大城  虹湖(1) 下山  真央(2) 城間  花(2) 宮城  ゆりあ(1) 小波津  樹璃(2)
オオシロ　ニコ シモヤマ　マシロ シロマ　ハナ ミヤギ　ユリア コハツ　ジュリ

(7) 24:41 (7) 43:24 (7) 55:12 (6) 1:07:11 (7) 1:29:06
(7) 24:41 (10) 18:43 (2) 11:48 (3) 11:59 (8) 21:55

8 1:32:41 48 知念 平田　愛莉(1) 佐喜眞　美茄(1) 藏元　里恩(1) 田港　天愛来(2) 石原　妃華理(2)
ヒラタ　アイリ サキマ　ミナ クラモト　リオン タミナト　ティアラ イシハラ　ヒカリ
(10) 26:25 (10) 44:23 (8) 56:49 (8) 1:09:48 (8) 1:32:41
(10) 26:25 (7) 17:58 (6) 12:26 (5) 12:59 (9) 22:53

9 1:32:44 43 那覇 高良　心(2) 榮　莉妃(2) 宮城　里采(2) 岩切　心咲(2) 國吉　彩良(1)
タカラシン サカエリコ ミヤギリサ イワキリミサ クニヨシサラ
(8) 25:09 (8) 43:46 (9) 56:52 (9) 1:09:51 (9) 1:32:44
(8) 25:09 (9) 18:37 (9) 13:06 (5) 12:59 (9) 22:53

10 1:32:48 92 合同C 池村俐音:向陽(1) 比嘉暖:名護(2) 比嘉美涼:糸満(1) 仲地李愛:真和(1) 柳澤果歩:沖尚(1)
イケムラ　リネ ヒガ　ノン ヒガ　ミスズ ナカチ　リア ヤナギサワ　カホ

(9) 25:24 (9) 43:51 (10) 57:23 (10) 1:12:00 (10) 1:32:48
(9) 25:24 (8) 18:27 (10) 13:32 (11) 14:37 (4) 20:48

11 1:42:53 33 浦添 伊地知　実来(1) 友寄　愛結(2) 我如古　優(1) 上地　真愛(1) 大城　ソラ(1)
イヂチ　ミライ トモヨセ　アユ ガネコ　ユウ ウエチ　マイ オオシロ　ソラ
(11) 29:42 (11) 49:48 (11) 1:05:33 (11) 1:19:31 (11) 1:42:53
(11) 29:42 (11) 20:06 (11) 15:45 (9) 13:58 (11) 23:22

OPN 1:36:21 102 那覇商B 比嘉  愛菜(1) 知念  麻鈴(1) 金城  沙羅(2) 髙良  花杏(2) 照屋  美優(2)
ヒガ　アイナ チネン　マリン キンジョウ　サラ タカラ　ハナン テルヤ　ミユ
(OPN) 25:43 (OPN) 45:18 (OPN) 58:23 (OPN) 1:12:17 (OPN) 1:36:21
(OPN) 25:43 (OPN) 19:35 (OPN) 13:05 (OPN) 13:54 (OPN) 24:04

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 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


