
令和２年度　沖縄県高等学校総合体育大会                         
男子第６８回　沖縄県高等学校駅伝競走大会                 

男子区間上位
***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第1区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第1区       ---10km        --- 区間記録[  30:59]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2   32:52 北山         上原　琉翔           沖　縄・北山               
  　　　                           ウエハラ　リュウト  
   2   45   33:24 那覇西       銘苅　春史           沖　縄・那覇西                 
              　　                 メカル　ハルフミ    
   3   36   34:40 興南         金子　琉久           沖　縄・興南                 
             　　　                  カネコ　リク 

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第2区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第2区       ---3km         --- 区間記録[   8:56]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2    9:26 北山         赤嶺　達也           沖　縄・北山                  
              　                 アカミネ　タツヤ    
   2   26    9:30 宜野湾       西　優輝             沖　縄・宜野湾               
  　　                             ニシ　ユウキ        
   3   45    9:46 那覇西       島袋　翔太郎         沖　縄・那覇西            
                        　　       シマブクロ　ショウタ

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第3区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第3区       ---8.1075km    --- 区間記録[  25:30]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2   27:03 北山         嘉数　純平           沖　縄・北山              
    　                          カカズ　ジュンペイ  
   2   45   27:20 那覇西       瀬底　正樹           沖　縄・那覇西          
       　　                        セソコ　マサキ      
   3   26   27:40 宜野湾       嶋田　健人           沖　縄・宜野湾                   
     　　                          シマダ　ケント 

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第4区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第4区       ---8.0875km    --- 区間記録[  25:49]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2   26:16 北山         森山　摩周           沖　縄・北山                  
                                  モリヤマ　マシュウ  
   2   26   28:07 宜野湾       嶺井　政親           沖　縄・宜野湾                
                                   ミネイ　マサチカ    
   3   45   29:14 那覇西       八木　結             沖　縄・那覇西           
                                     ヤギ　ユイ 

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第5区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第5区       ---3km         --- 区間記録[   9:06]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2    9:29 北山         玉城　竜馬           沖　縄・北山                  
                                  タマキ　リョウマ    
   2   45    9:44 那覇西       福島　孝介           沖　縄・那覇西                  
                                  フクシマ　コウスケ  
   3   26    9:54 宜野湾       花城　欄斗           沖　縄・宜野湾                    
                                   ハナシロ　ラント    

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第6区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第6区       ---5km         --- 区間記録[  15:33]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2   16:01 北山         志良堂　清琉         沖　縄・北山                  
                                 シラドウ　セイリュウ
   2   19   16:29 コザ         具志堅　一斗         沖　縄・コザ                     
                                  グシケン　イット    
   3   26   17:01 宜野湾       加治工　博恵         沖　縄・宜野湾               
                                      カジク　ヒロエ

***************************************************************************************
*  [男子　　　 駅伝(EKIDEN) 第7区 区間記録表(Section Ranking) ] *
第7区       ---5km         --- 区間記録[  15:39]                                                                
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                 
***************************************************************************************
   1    2   16:09 北山         源河　開偉           沖　縄・北山                
                                   ゲンカ　カイ        
   2   45   17:02 那覇西       金　昇生             沖　縄・那覇西                   
                                   キン　ショウキ      
   3   19   17:41 コザ         比嘉　洸希           沖　縄・コザ              
                                    ヒガ　コウキ


