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令和元年度　沖縄県高等学校総合体育大会                         

女子第３７回　沖縄県高等学校駅伝競走大会                 

主催:県高体連/県教委 共催：沖陸協　後援:県体協/今帰仁村/本部町

会場:今帰仁村総合運動公園附帯ﾏﾗｿﾝｺｰｽ

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

日付:2019-11-1 最終コール:9:40 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ース
県高校最高    1:10.33  豊見城南高校(第 7回/1995年)京都西京極コ－ス
県大会記録　　1:12.50　豊見城南高校(第10回/1992年)奥武山コ－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 1:18:55 5 名護 渡慶次日菜(3) 仲　　愛琳(2) 伊野波理桜(3) 荻堂李々花(2) 吉元　　花(2)
ﾄｹｼ ﾋﾅ ﾅｶ ｱｲﾘﾝ ｲﾉﾊ ﾘｵ ｵｷﾞﾄﾞｳ ﾘﾘｶ ﾖｼﾓﾄ ﾊﾅ

(2) 21:51 (1) 36:43 (1) 47:41 (1) 59:18 (1) 1:18:55
(2) 21:51 (1) 14:52 (1) 10:58 (1) 11:37 (2) 19:37

2 1:19:54 45 那覇西 仲間　郁乃(3) 宮城　真子(3) 金城　明里(3) 玉城　伶菜(3) 大城　　愛(3)
ﾅｶﾏ ｶﾉ ﾐﾔｷﾞ ﾏｺ ｷﾝｼﾞｮｳ　ｱｶﾘ ﾀﾏｼﾛ ﾚｲﾅ ｵｵｼﾛ ｱｲ

(3) 22:03 (2) 37:18 (2) 48:35 (2) 1:00:12 (2) 1:19:54
(3) 22:03 (2) 15:15 (2) 11:17 (1) 11:37 (3) 19:42

3 1:21:42 2 北山 関口七夏海(1) 新城ｸﾘｯｻｼﾞｪｰﾝ(3) 嶋袋　碧海(1) 花田　素佳(3) 呉屋優梨愛(1)
ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｱﾗｼﾛ ｸﾘｯｻｼﾞｪｰﾝ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾐ ﾊﾅﾀﾞ ﾓﾄｶ ｺﾞﾔ ﾕﾘｱ
(1) 21:48 (3) 37:29 (3) 49:07 (3) 1:02:15 (3) 1:21:42
(1) 21:48 (4) 15:41 (3) 11:38 (4) 13:08 (1) 19:27

4 1:26:44 19 コザ 宮里くらら(2) 島袋　琉穂(2) 國場　萌花(2) 呉屋あいりん(1) 管　　遙香(2)
ﾐﾔｻﾞﾄ ｸﾗﾗ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘﾎ ｺｸﾊﾞ ﾎﾉｶ ｺﾞﾔ ｱｲﾘﾝ ｽｶﾞ ﾊﾙｶ
(4) 22:16 (4) 38:44 (4) 51:40 (4) 1:04:52 (4) 1:26:44
(4) 22:16 (5) 16:28 (5) 12:56 (5) 13:12 (5) 21:52

5 1:27:00 56 糸満 具志堅佑奈(2) 長浜　真衣(2) 玉城　南歩(2) 大浦　　星(2) 津波古紅充(3)
ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳﾅ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｲ ﾀﾏｷ ﾐﾅﾎ ｵｵｳﾗ ｱｶﾘ ﾂﾊｺ ｸﾚｱ
(5) 23:19 (5) 38:53 (5) 52:01 (6) 1:05:49 (5) 1:27:00
(5) 23:19 (3) 15:34 (6) 13:08 (8) 13:48 (4) 21:11

6 1:27:41 58 宮古 川満　利美(2) 奥浜　ゆい(2) 西川　耀渚(1) 松川　穂羽(1) 友利　　光(1)
ｶﾜﾐﾂﾘﾐ ｵｸﾊﾏﾕｲ ﾆｼｶﾜﾃﾙﾅ ﾏﾂｶﾜﾎﾉﾊ ﾄﾓﾘﾋｶﾙ

(6) 23:58 (6) 40:34 (6) 53:11 (5) 1:05:28 (6) 1:27:41
(6) 23:58 (6) 16:36 (4) 12:37 (3) 12:17 (7) 22:13

7 1:33:15 48 知念 喜屋武留菜(2) 知念　夢華(2) 外間　琉架(1) 與那嶺早彩(2) 上原　穂花(2)
ｷｬﾝ ﾙﾅ ﾁﾈﾝ ﾕﾒｶ ﾎｶﾏ ﾙｶ ﾖﾅﾐﾈ ｻｱﾔ ｳｴﾊﾗ ﾎﾉｶ

(7) 26:43 (7) 44:26 (7) 57:50 (7) 1:11:18 (7) 1:33:15
(7) 26:43 (8) 17:43 (7) 13:24 (7) 13:28 (6) 21:57

8 1:41:17 43 那覇 柴田　香黄(2) 新城　奈々(1) 金城　乃愛(2) 伊敷　紗花(2) 眞境名光咲(1)
ｼﾊﾞﾀ ｶｦｷ ｼﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅ ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾉｱ ｲｼｷ ｻﾔｶ ﾏｼﾞｷﾅ ﾐｻｷ
(8) 31:10 (8) 48:26 (8) 1:03:58 (8) 1:17:15 (8) 1:41:17
(8) 31:10 (7) 17:16 (8) 15:32 (6) 13:17 (8) 24:02

OPN 1:26:08 101 那覇西Ｂ 上原麻里亜(2) 大城　佳奈(1) 仲間　望郁(2) 西銘　美羽(2) 平安　桃香(2)
ｳｴﾊﾗ ﾏﾘｱ ｵｵｼﾛ　ｶﾅ ﾅｶﾏ ﾉｲ ﾆｼﾒ ﾐｳ ﾋﾗﾔｽ　ﾓﾓｶ

(OPN) 24:01 (OPN) 40:49 (OPN) 53:31 (OPN) 1:05:40 (OPN) 1:26:08
(OPN) 24:01 (OPN) 16:48 (OPN) 12:42 (OPN) 12:09 (OPN) 20:28

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 浜川　円    上間　静香  伊敷　尚枝  上間　静香  大浜　恵    
南部商業    豊見城南    豊見城南    豊見城南    豊見城南    

20:05 13:34 10:03  9:49 16:59

OPN:オープン参加


