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2021/05/29～2021/05/30

会場  奥武山総合運動公園奥武山水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
佐和田歩夢  高2 高橋　碧海  高1 志喜屋奏斗  高1 金城　元気  高3 鈴木　蒼来  高2 仲井間宗杜  高2

那覇 コザ 読谷 那覇 コザ 那覇西

16:47.03  Fin. 17:11.92  Fin. 18:59.66  Fin. 19:36.91  Fin. 20:01.09  Fin. 21:05.61  Fin.

8:44.08  800 9:03.04  800 10:14.03  800 10:15.12  800 10:29.80  800 11:05.93  800

山内　乃碧  高2 海野　純輝  高3 梅澤　陽登  高3 知花　尚悟  高3 砂川　晃樹  高2 眞玉橋大基  高1 大城　士和  高1 石原　昌磨  高3

浦添 宜野湾 昭薬大附 那覇西 那覇西 球陽 コザ 那覇西

24.91 25.00 25.05 25.20 25.97 26.10 26.18 26.40

大城　渉星  高2 高橋　海斗  高3 海野　純輝  高3 山内　乃碧  高2 梅澤　陽登  高3 知花　尚悟  高3 石原　昌磨  高3 大城　士和  高1

那覇 コザ 宜野湾 浦添 昭薬大附 那覇西 那覇西 コザ

53.19 53.51 54.93 54.98 55.12 55.95 57.49 57.52

高橋　海斗  高3 楚南　克巳  高3 池間　琉斗  高1 翁長　夢斗  高2 東江　良樹  高3 天谷　太軌  高1 山本　啓太  高2 大嶺　歩騎  高2

コザ コザ 那覇 コザ 那覇 那覇西 那覇国際 前原

1:57.23 1:58.91 2:04.14 2:04.43 2:05.52 2:07.35 2:08.11 2:11.21

佐和田歩夢  高2 喜納　秀汰  高3 楚南　克巳  高3 高橋　碧海  高1 翁長　夢斗  高2 眞玉橋大基  高1 山本　啓太  高2 宮里　　翼  高2

那覇 首里 コザ コザ コザ 球陽 那覇国際 那覇西

4:06.05 4:12.24 4:12.55 4:23.21 4:23.49 4:25.30 4:31.80 4:55.40

県高新

市来　政仁  高2 當間　翔太  高3 島田　陽斗  高2 宮城　俐希  高2 川添　　翔  高1 上原　優人  高2 大本　　凜  高3 宮城　琉槙  高2

那覇 那覇西 コザ 名護 那覇国際 浦添 那覇 那覇西

1:00.84 1:01.93 1:02.67 1:05.07 1:05.92 1:08.01 1:08.87 1:18.20

市来　政仁  高2 當間　翔太  高3 宮城　俐希  高2 島田　陽斗  高2 川添　　翔  高1 上原　優人  高2 大本　　凜  高3 宮城　琉槙  高2

那覇 那覇西 名護 コザ 那覇国際 浦添 那覇 那覇西

2:14.93 2:18.25 2:20.65 2:23.52 2:23.83 2:27.26 2:30.64 2:51.45

吉岡　円舵  高2 新垣　長英  高3 島田　星翔  高1 山口　大雅  高2 大濵　用樹  高3 玉井　俊輔  高3 風間　仁陽  高1 伏黒　武篤  高1

沖縄尚学 那覇西 美里 那覇西 首里 糸満 那覇 那覇西

1:07.81 1:08.39 1:08.42 1:08.97 1:09.07 1:09.33 1:09.87 1:11.77

大濵　用樹  高3 吉岡　円舵  高2 新垣　長英  高3 山口　大雅  高2 玉井　俊輔  高3 島田　星翔  高1 風間　仁陽  高1 田中　温希  高2

首里 沖縄尚学 那覇西 那覇西 糸満 美里 那覇 糸満

2:25.86 2:28.49 2:28.72 2:30.66 2:31.08 2:34.70 2:36.75 2:38.47
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2021/05/29～2021/05/30

会場  奥武山総合運動公園奥武山水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
大城　渉星  高2 髙良　　悠  高2 新里　太瑚  高2 德元　誠和  高3 棚原　大斗  高2 伏黒　剛健  高3 吉田　朝陽  高2 宮城　栄飛  高1

那覇 那覇西 コザ 那覇西 名護 那覇西 那覇 浦添

55.74 57.42 58.55 58.81 1:00.97 1:01.13 1:02.82 1:04.28

県高新

髙良　　悠  高2 德元　誠和  高3 新里　太瑚  高2 棚原　大斗  高2 上温湯斗真  高2 伏黒　剛健  高3 中村　光汰  高3 宮城　栄飛  高1

那覇西 那覇西 コザ 名護 那覇 那覇西 首里東 浦添

2:08.64 2:12.90 2:16.80 2:16.86 2:20.36 2:22.09 2:28.48 2:28.49

石川　大智  高3 照屋　規翔  高2 金城　要瑳  高2 砂川　晃樹  高2 伏黒　武篤  高1 野原　匠起  高3 上原　成生  高3

コザ 那覇 コザ 那覇西 那覇西 那覇国際 興南

2:15.23 2:17.71 2:18.12 2:18.74 2:27.02 2:36.40 2:58.91

喜納　秀汰  高3 石川　大智  高3 照屋　規翔  高2 金城　要瑳  高2 上温湯斗真  高2 小山内志鷹  高3 友利　拳都  高2

首里 コザ 那覇 コザ 那覇 那覇西 那覇

4:45.54 4:51.29 4:55.29 4:56.63 5:13.02 5:24.84 6:13.72

那覇  高 コザ  高 那覇西  高 那覇国際  高 昭薬大附  高

大城　渉星  高2 高橋　海斗  高3 砂川　晃樹  高2 山本　啓太  高2 田島　佑真  高2

市来　政仁  高2 高橋　碧海  高1 石原　昌磨  高3 野原　匠起  高3 呉屋　良祐  高2

照屋　規翔  高2 石川　大智  高3 當間　翔太  高3 玉城　啓武  高1 数藤　隆登  高2

佐和田歩夢  高2 楚南　克巳  高3 知花　尚悟  高3 川添　　翔  高1 梅澤　陽登  高3

3:37.46  Fin. 3:41.30  Fin. 3:50.57  Fin. 4:17.27  Fin. 4:28.13  Fin.

県新

53.33  1st. 53.85  1st. 57.83  1st. 59.16  1st. 1:03.50  1st.

那覇  高 コザ  高 那覇西  高

佐和田歩夢  高2 高橋　海斗  高3 小山内志鷹  高3

池間　琉斗  高1 高橋　碧海  高1 宮里　　翼  高2

照屋　規翔  高2 石川　大智  高3 仲井間宗杜  高2

大城　渉星  高2 楚南　克巳  高3 伏黒　剛健  高3

7:56.06  Fin. 7:57.80  Fin. 9:01.48  Fin.

県新 県新

1:54.75  1st. 1:56.77  1st. 2:17.57  1st.

県高新  1st. 大会新  1st.
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2021/05/29～2021/05/30

会場  奥武山総合運動公園奥武山水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
那覇  高 那覇西  高 コザ  高 那覇国際  高

市来　政仁  高2 當間　翔太  高3 島田　陽斗  高2 川添　　翔  高1

風間　仁陽  高1 新垣　長英  高3 高橋　海斗  高3 玉城　啓武  高1

大城　渉星  高2 德元　誠和  高3 新里　太瑚  高2 野原　匠起  高3

佐和田歩夢  高2 知花　尚悟  高3 楚南　克巳  高3 山本　啓太  高2

3:58.96  Fin. 4:02.94  Fin. 4:07.69  Fin. 4:45.02  Fin.

大会新

59.44  1st. 1:01.04  1st. 1:03.55  1st. 1:06.81  1st.

県高新  1st.
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2021/05/29～2021/05/30

会場  奥武山総合運動公園奥武山水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
玉城　夏祈  高3 平　　梨央  高2 上間あかり  高1 大城　碧優  高2 玉城　めい  高2

那覇 コザ 那覇西 那覇 那覇西

9:36.66 9:42.77 10:33.11 10:39.02 13:18.56

山内　稀月  高3 天谷　月乃  高3 田仲　梨杏  高3 兼城小椿紀  高3 湧川　智美  高3 崎濱和茄奈  高3 玉那覇李穂  高3 徳元　愛咲  高2

浦添 那覇西 首里東 コザ 昭薬大附 那覇西 興南 コザ

27.79 28.24 28.85 29.17 30.01 30.26 30.91 30.97

山内　稀月  高3 徳門　　有  高2 田仲　梨杏  高3 仲吉　莉央  高1 崎濱和茄奈  高3 殿内鈴らん  高1 安慶名　悠  高2 仲栄真帆乃香  高2

浦添 興南 首里東 那覇国際 那覇西 浦添 開邦 那覇

1:01.78 1:02.68 1:03.30 1:04.92 1:06.85 1:08.68 1:10.26 1:10.36

桑江紫瑞花  高2 安里　優璃  高3 仲吉　莉央  高1 殿内鈴らん  高1 大城妃麻里  高1 上原　舞紘  高1 月岡　心奈  高1 古堅　綾矢  高1

那覇西 小禄 那覇国際 浦添 那覇 那覇 那覇西 コザ

2:11.95 2:18.83 2:25.12 2:33.09 2:34.93 2:36.66 2:42.53 2:48.93

桑江紫瑞花  高2 玉城　夏祈  高3 平　　梨央  高2 安里　優璃  高3 上間あかり  高1 大城　碧優  高2

那覇西 那覇 コザ 小禄 那覇西 那覇

4:37.59 4:41.00 4:46.86 4:57.20 5:04.33 5:14.20

天谷　月乃  高3 渡辺　陽向  高2 片桐　花菜  高3 阿部　百香  高3 玉城りんの  高3 大城　美結  高1 久場　穂花  高2 株木　　悠  高3

那覇西 那覇国際 那覇 那覇 名護 コザ 那覇西 昭薬大附

1:08.78 1:11.38 1:12.90 1:15.74 1:17.14 1:18.90 1:20.87 1:23.65

渡辺　陽向  高2 玉城りんの  高3 阿部　百香  高3 大城　美結  高1 照屋　真愛  高1

那覇国際 名護 那覇 コザ 那覇西

2:33.36 2:40.66 2:41.09 2:50.83 3:02.95

吉門　美音  高2 宮城　　舞  高3 喜屋武杏琳  高3 田仲　咲来  高1 玉那覇李穂  高3 金城ココロ  高1 月岡　心奈  高1 照屋　真愛  高1

那覇 那覇 那覇 浦添 興南 コザ 那覇西 那覇西

1:16.98 1:17.70 1:22.93 1:24.80 1:26.83 1:27.24 1:37.41 1:42.47

吉門　美音  高2 宮城　　舞  高3 金城ココロ  高1 上原　舞紘  高1

那覇 那覇 コザ 那覇

2:46.08 2:47.54 3:04.71 3:08.14

宮里　美子  高2 兼城小椿紀  高3 徳門　　有  高2 津森麻亜矢  高1 前川　　藍  高2 末吉　美結  高2 大城麻里菜  高2 大城　愛梨  高2

那覇 コザ 興南 小禄 美里 コザ 普天間 那覇西

1:03.55 1:05.84 1:06.19 1:10.70 1:12.34 1:14.01 1:14.54 1:18.31

大会新
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2021/05/29～2021/05/30

会場  奥武山総合運動公園奥武山水泳プール 学校・学年印字

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
宮里　美子  高2 前川　　藍  高2 末吉　美結  高2 大城　愛梨  高2

那覇 美里 コザ 那覇西

2:27.77 2:42.74 2:54.98 2:59.02

仲座　静琉  高3 兼城　乙華  高1 川満　美波  高2 宮里　萌花  高3 津森麻亜矢  高1 大城麻里菜  高2 今井　　麗  高3 正木　陽菜  高2

那覇 コザ 那覇 コザ 小禄 普天間 カトリック 興南

2:30.30 2:31.08 2:34.29 2:37.72 2:43.80 2:51.35 2:56.53 3:19.39

仲座　静琉  高3 兼城　乙華  高1 宮里　萌花  高3 川満　美波  高2 今井　　麗  高3

那覇 コザ コザ 那覇 カトリック

5:19.02 5:20.34 5:29.91 5:33.91 6:18.28

那覇  高 コザ  高 那覇西  高

玉城　夏祈  高3 兼城　乙華  高1 上間あかり  高1

宮里　美子  高2 平　　梨央  高2 久場　穂花  高2

吉門　美音  高2 宮里　萌花  高3 桑江紫瑞花  高2

仲座　静琉  高3 兼城小椿紀  高3 崎濱和茄奈  高3

4:11.49  Fin. 4:15.34  Fin. 4:28.64  Fin.

1:03.33  1st. 1:02.10  1st. 1:07.82  1st.

那覇  高 コザ  高 那覇西  高

玉城　夏祈  高3 兼城　乙華  高1 玉城　めい  高2

仲座　静琉  高3 平　　梨央  高2 月岡　心奈  高1

宮里　美子  高2 宮里　萌花  高3 大城　愛梨  高2

吉門　美音  高2 兼城小椿紀  高3 大城　彩姫  高3

9:04.34  Fin. 9:07.68  Fin. 11:33.65  Fin.

2:15.11  1st. 2:14.62  1st. 2:56.31  1st.

那覇  高 コザ  高 那覇西  高

玉城　夏祈  高3 宮里　萌花  高3 久場　穂花  高2

吉門　美音  高2 兼城　乙華  高1 上間あかり  高1

宮里　美子  高2 兼城小椿紀  高3 桑江紫瑞花  高2

仲座　静琉  高3 徳元　愛咲  高2 崎濱和茄奈  高3

4:38.13  Fin. 4:52.66  Fin. 5:14.34  Fin.

1:10.64  1st. 1:16.64  1st. 1:20.55  1st.
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組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 14 男子 4x200m フリーリレー タイム決勝
1/4 那覇 (佐和田歩夢      ) 高校  1:54.75 県高新  7:56.06 県新

大会新 県高新
大会新

1/5 コザ (高橋　海斗      ) 高校  1:56.77 大会新  7:57.80 県新
県高新
大会新

競技No. 18 男子  400m 自由形 決勝
1/4 佐和田歩夢 那覇 高2  4:06.05 県高新

大会新

競技No. 28 男子 4x100m メドレーリレー タイム決勝
1/4 那覇 (市来　政仁      ) 高校    59.44 県高新  3:58.96 大会新

大会新

競技No. 49 女子  100m バタフライ 決勝
1/4 宮里　美子 那覇 高2  1:03.55 大会新

競技No. 50 男子  100m バタフライ 決勝
1/4 大城　渉星 那覇 高2    55.74 県高新

大会新

競技No. 56 男子 4x100m フリーリレー タイム決勝
1/4 那覇 (大城　渉星      ) 高校    53.33  3:37.46 県新

県高新
大会新
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