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令和２年度　沖縄県高等学校総合体育大会
男子第６８回・女子第３８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:2020-11-6 最終コール:0:00 競技開始:12:20

全国高校最高　　  2:02.18　佐久長聖高校(第59回/2008年)京都西京極コ－ス
高校国内国際最高　2:01.18　世羅高校(第66回/2015年)京都西京極コ－ス
九州高校最高　　　2:03.06　九州学院高校(第66回/2015年)京都西京極コース
県高校最高        2:10.34　北山高校(第70回/2019年)京都西京極コ－ス
県大会記録    　　2:14.28　豊見城南高校(第38回/1990年)県総合運動公園コ－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 第6区 第7区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

1 2:17:16 2 北山 上原　琉翔(2) 赤嶺　達也(2) 嘉数　純平(2) 森山　摩周(2) 玉城　竜馬(3) 志良堂　清琉(2) 源河　開偉(3)
ウエハラ　リュウト アカミネ　タツヤ カカズ　ジュンペイ モリヤマ　マシュウ タマキ　リョウマ シラドウ　セイリュウ ゲンカ　カイ

(1) 32:52 (1) 42:18 (1) 1:09:21 (1) 1:35:37 (1) 1:45:06 (1) 2:01:07 (1) 2:17:16
(1) 32:52 (1) 9:26 (1) 27:03 (1) 26:16 (1) 9:29 (1) 16:01 (1) 16:09

2 2:23:34 45 那覇西 銘苅　春史(3) 島袋　翔太郎(2) 瀬底　正樹(3) 八木　結(3) 福島　孝介(1) 渡慶次　貴博(3) 金　昇生(1)
メカル　ハルフミ シマブクロ　ショウタロウ セソコ　マサキ ヤギ　ユイ フクシマ　コウスケ トケシ　タカヒロ キン　ショウキ

(2) 33:24 (2) 43:10 (2) 1:10:30 (2) 1:39:44 (2) 1:49:28 (2) 2:06:32 (2) 2:23:34
(2) 33:24 (3) 9:46 (2) 27:20 (3) 29:14 (2) 9:44 (4) 17:04 (2) 17:02

3 2:25:15 26 宜野湾 當山　武蔵(1) 西　優輝(3) 嶋田　健人(2) 嶺井　政親(1) 花城　欄斗(1) 加治工　博恵(2) 東江　優太郎(3)
トウヤマ　ムサシ ニシ　ユウキ シマダ　ケント ミネイ　マサチカ ハナシロ　ラント カジク　ヒロエ アガリエ　ユウタロウ

(4) 35:08 (3) 44:38 (3) 1:12:18 (3) 1:40:25 (3) 1:50:19 (3) 2:07:20 (3) 2:25:15
(4) 35:08 (2) 9:30 (3) 27:40 (2) 28:07 (3) 9:54 (3) 17:01 (4) 17:55

4 2:32:08 19 コザ 上運天　龍人(3) 玉城　賢大(3) 知念　凜斗(3) 金畑　怜穏(3) 崎浜　大介(3) 具志堅　一斗(1) 比嘉　洸希(2)
カミウンテン　リュウト タマシロ　ケンタ チネン　リント カナハタ　レオン サキハマ　ダイスケ グシケン　イット ヒガ　コウキ

(13) 38:29 (11) 48:53 (5) 1:17:09 (5) 1:47:15 (5) 1:57:58 (5) 2:14:27 (4) 2:32:08
(13) 38:29 (6) 10:24 (4) 28:16 (6) 30:06 (5) 10:43 (2) 16:29 (3) 17:41

5 2:35:35 5 名護 新城　陽(1) 嶺井　政寿(3) 島袋　李陸(2) 大城　裕幹(3) 屋部　純誠(3) 大石　洋平(1) 内間　励(3)
シンジョウ　ヨウ ミネイ　マサトシ シマブクロ　リリク オオシロ　ユウキ ヤブ　ジュンセイ オオイシ　ヨウヘイ ウチマ　レイ

(6) 35:47 (4) 46:23 (4) 1:15:56 (4) 1:45:11 (4) 1:55:38 (4) 2:14:21 (5) 2:35:35
(6) 35:47 (8) 10:36 (5) 29:33 (4) 29:15 (4) 10:27 (7) 18:43 (14) 21:14

6 2:37:38 58 宮古 砂川　豪海(2) 上原　慎太郎(2) 松川　太樹(2) 松川　寿汰(3) 与那覇　礼夢(1) 長間　翔那(1) 洲鎌　暖登(1)
スナカワ タケミ ウエハラ シンタロウ マツガワ タイキ マツガワ シュウタ ヨナハ ライム ナガマ　ショウナ スガマ ハルト

(10) 37:35 (9) 47:52 (7) 1:18:53 (7) 1:50:13 (6) 2:01:13 (6) 2:19:42 (6) 2:37:38
(10) 37:35 (5) 10:17 (6) 31:01 (8) 31:20 (9) 11:00 (5) 18:29 (5) 17:56

7 2:39:16 33 浦添 岡　拓斗(3) 平良　柊斗(1) 小山　道大朗(1) 瀬長　大地(2) 石川　壱清(1) 宮城　裕心　(2) 加藤　勇翔(2)
オカ　タクト タイラ　シュウト コヤマ　ミチタロウ セナガ　ダイチ イシカワ　イッセイ ミヤギ　ユウシン カトウ　ユウト
(8) 36:48 (7) 47:26 (8) 1:19:35 (6) 1:50:10 (7) 2:01:18 (7) 2:20:04 (7) 2:39:16
(8) 36:48 (9) 10:38 (11) 32:09 (7) 30:35 (11) 11:08 (8) 18:46 (11) 19:12

8 2:44:46 90 合同A 屋富祖日向:与勝(2) 伊志嶺光海:普天間(2) 高嶺航太:球陽(2) 島蒼太朗:球陽(2) 波平暁矢:那国(1) 平安山嵩斗:那国(1) 名護蓮夜:普天間(2)
ヤフソ　ヒュウガ イシミネ　ヒュウガ タカミネ　コウタ シマ　ソウタロウ ナミヒラ　アキヤ ヘンザン　シュウト ナゴ　レンヤ

(12) 38:26 (12) 49:08 (11) 1:21:33 (8) 1:51:11 (8) 2:03:37 (8) 2:24:57 (8) 2:44:46
(12) 38:26 (10) 10:42 (12) 32:25 (5) 29:38 (15) 12:26 (15) 21:20 (13) 19:49

9 2:45:26 48 知念 兼箇段　颯(3) 當山　全哉(2) 前田　光真(1) 國吉　一(2) 山内　涼雅(1) 新里　拓哉(1) 玉城　瑛二(1)
カネコダン　ハヤテ トウヤマ　ゼンヤ マエダ　ミツマ クニヨシ　ハジメ ヤマウチ　リョウガ シンザト　タクヤ タマシロ　エイジ

(11) 38:13 (13) 49:55 (10) 1:21:17 (9) 1:54:22 (9) 2:05:09 (9) 2:26:08 (9) 2:45:26
(11) 38:13 (14) 11:42 (8) 31:22 (12) 33:05 (6) 10:47 (13) 20:59 (12) 19:18

10 2:47:19 43 那覇 喜友名　蓮(1) 上原　玲央(1) 宮里　涼太(1) 森東　陸(1) 狩俣　晴琉(1) 新垣　尚士(1) 幸地　星夜(2)
キユウナ　レン ｳｴﾊﾗ　ﾚｵ ミヤザト　リョウタ モリトウ　リク カリマタ　ハル アラカキ　ナオト コウチ　セイヤ

(7) 36:24 (10) 47:58 (13) 1:23:53 (10) 1:56:41 (10) 2:07:33 (10) 2:28:25 (10) 2:47:19
(7) 36:24 (13) 11:34 (13) 35:55 (11) 32:48 (7) 10:52 (12) 20:52 (7) 18:54

11 2:58:49 38 首里 辺土名朝之(2) 村吉政宗(1) 大城穏生(2) 下地汰紀(2) 平山良果(1) 大宜見哲汰(2) 具志堅大晴(2)
ヘントナトモユキ ムラヨシマサムネ オオシロトシキ シモジタキ ヒラヤマヨシカ オオギミテッタ グシケンタイセイ

(14) 43:45 (14) 53:39 (14) 1:29:52 (12) 2:06:04 (12) 2:17:15 (11) 2:36:26 (11) 2:58:49
(14) 43:45 (4) 9:54 (14) 36:13 (13) 36:12 (12) 11:11 (9) 19:11 (15) 22:23

12 3:02:00 36 興南 金子　琉久(2) 宮城　敬斗(2) 高江洲　馬琉(2) 平良　柊(2) 下地　巧己(2) 前花　和太郎(1) 真栄田　薫(2)
カネコ　リク ミヤギ　ケイト タカエス　マル タイラ　シュウ シモジ　タクミ マエハナ　カンタロウ マエダ　カオル
(3) 34:40 (6) 47:15 (12) 1:23:44 (11) 2:02:51 (11) 2:14:36 (11) 2:36:26 (12) 3:02:00
(3) 34:40 (15) 12:35 (15) 36:29 (14) 39:07 (13) 11:45 (16) 21:50 (16) 25:34

13 3:08:56 57 久米島 保久村　凜也(1) 國吉　琉輝(2) 大田　明宏(1) 塚越　康太(2) 安里　怜(2) 宗形　頼斗(2) 仲村　航(2)
ホクムラ　リンヤ クニヨシ　リュウキ オオタ　アキヒロ ツカコシ　コウタ アサト　レン ムナカタ　ライト ナカムラ　コウ

(15) 51:03 (15) 1:03:54 (15) 1:44:23 (13) 2:16:44 (13) 2:30:05 (13) 2:50:00 (13) 3:08:56
(15) 51:03 (16) 12:51 (16) 40:29 (10) 32:21 (16) 13:21 (11) 19:55 (9) 18:56

OPN 2:24:06 100 北山Ｂ 喜屋武　響(3) 金武　凌世(1) 金城　愛翔(2) 渡口　怜(3) 平良　琉空(1) 宮里　洸(2) 大仲　竜平(2)
キﾔン　ヒビキ キン　リョウセイ キンジョウ　アイト トグチ　レイ タイラ　リュウク ミヤザト　コウ オオナカ　リュウヘイ

(OPN) 35:12 (OPN) 44:59 (OPN) 1:12:55 (OPN) 1:40:39 (OPN) 1:50:57 (OPN) 2:07:21 (OPN) 2:24:06
(OPN) 35:12 (OPN) 9:47 (OPN) 27:56 (OPN) 27:44 (OPN) 10:18 (OPN) 16:24 (OPN) 16:45

OPN 2:25:23 103 北山C 岸本　来夏(2) 相馬　啓佑(2) 當山　魁人(3) 前原　颯斗(1) 名嘉眞　亜蓮(1) 仲里　響喜(2) 瑞慶覧　一星(1)
キシモト　ライカ ソウマ　ケイスケ トウヤマ　カイト マエハラ　ハヤト ナカマ　アレン ナカザト　ヒビキ ズケラン　イッセイ

(OPN) 35:09 (OPN) 45:13 (OPN) 1:13:11 (OPN) 1:40:27 (OPN) 1:50:38 (OPN) 2:08:24 (OPN) 2:25:23
(OPN) 35:09 (OPN) 10:04 (OPN) 27:58 (OPN) 27:16 (OPN) 10:11 (OPN) 17:46 (OPN) 16:59

56 糸満 安里　柊真(2) 神谷　歩希(3) 宇榮原　陸(2) 赤嶺　俊輔(1) 大城　陸(1) 榮　晴也(3) 島袋　冬羽(3)
アサト　シュウマ カミヤ　イブキ ウエバル　リク アカミネ　シュンスケ オオシロ　リク サカエ　セイヤ シマブクロ　トワ

(9) 37:14 (8) 47:41 (9) 1:19:49
(9) 37:14 (7) 10:27 (10) 32:08 DNF (7) 10:52 (6) 18:35 (6) 18:15

64 八重山 石仲　諒翔(3) 上原　将維(1) 島尻　説仁(3) 吉本　輝星(1) 吉本　太海(3) 赤嶺　颯帝(1) 笹原　でいご(2)
イシナカ　リョウト ウエハラ　マサユキ シマジリ　ヨシヒト ヨシモト　キラン ヨシモト　タイヨウ アカミネ　ハヤテ ササハラ　デイゴ

(5) 35:19 (5) 46:28 (6) 1:17:54
(5) 35:19 (12) 11:09 (9) 31:26 DNF (14) 12:12 (14) 21:02 (7) 18:54

91 合同Ｂ 前原逸輝:沖工(2) 島袋航:(1)中商 幸良琉海:中商(3) 玉城瑠人:沖工(2) 志喜屋敏郎:沖工(2) 親川来斗:沖工(3) 仲村尚悟:中商(2)
マエハラ　イツキ シマブクロ　コウ コウラ　リュウセイ タマシロ　リュウト シキヤ　トシロウ オヤカワ　ライト ナカムラ　ショウゴ

DNF (11) 11:06 (7) 31:10 (9) 31:45 (10) 11:06 (10) 19:28 (10) 19:00
OPN 101 那覇西Ｂ 比嘉　幹太(3) 前盛　希望(1) 慶田本　碧(2) 長嶺　雄大(2) 秦　洸人(1) 砂川　翔亮(1) 仲程  太陽(3)

ヒガ　カンタ マエモリ　ノゾム ケダモト　アオイ ナガミネ　ユウダイ ハタ　ヒロト スナカワ　ショウスケ ナカホド　タイヨウ
(OPN) 39:48 (OPN) 50:16 (OPN) 1:19:46 (OPN) 1:48:29 (OPN) 1:59:20
(OPN) 39:48 (OPN) 10:28 (OPN) 29:30 (OPN) 28:43 (OPN) 10:51 DNF DNF

OPN 102 宮古Ｂ
DNS

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

区間記録 兼次　祐希  荻堂仁(沖縄尚学) 金城　康一  源河　夢叶  上運天　誉  當山　篤志  島袋　哲    
コザ        照屋貴之(沖縄工業) 豊見城南    北山        豊見城南    コザ        沖縄尚学    

30:59  8:56 25:30 25:46  9:06 15:33 15:39

OPN:オープン参加/ DNS:欠    場/ DNF…区間未完走


