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令和３年度　沖縄県高等学校総合体育大会

男子第６９回・女子第３９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:2021-11-5 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 1:20:01 2 北山 関口　七夏海(3) 呉屋　優梨愛(3) 仲村　奈穂(2) 城間　風華(2) 嶋袋　碧海(3)
ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｺﾞﾔ ﾕﾘｱ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾎ ｼﾛﾏ ﾌｳｶ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｱﾐ
(1) 22:30 (1) 37:26 (1) 48:51 (1) 1:00:33 (1) 1:20:01
(1) 22:30 (1) 14:56 (1) 11:25 (1) 11:42 (1) 19:28

2 1:23:52 5 名護 佐渡山　真雅(3) 下里　友美(2) 比嘉　暖(1) 荻堂　音花(2) 山城　瑚子(2)
ｻﾄﾞﾔﾏ ﾏﾐﾔ ｼﾓｻﾞﾄ ﾄﾓﾐ ﾋｶﾞ ﾉﾝ ｵｷﾞﾄﾞｳ ｵﾄｶ ﾔﾏｼﾛ ｺｺ
(3) 22:51 (2) 38:20 (3) 50:45 (2) 1:02:33 (2) 1:23:52
(3) 22:51 (3) 15:29 (4) 12:25 (2) 11:48 (5) 21:19

3 1:24:33 45 那覇西 伊波  澪(2) 上原  麻梨楠(2) 中地  美咲(2) 大城  佳奈(3) 仲間  郁舞(2)
ｲﾊ  ﾐｵ ｳｴﾊﾗ  ﾏﾘﾅ ﾅｶﾁ  ﾐｻｷ ｵｵｼﾛ  ｶﾅ ﾅｶﾏ  ｲﾏ

(2) 22:37 (3) 38:30 (2) 50:25 (3) 1:02:57 (3) 1:24:33
(2) 22:37 (4) 15:53 (2) 11:55 (4) 12:32 (6) 21:36

4 1:26:27 58 宮古 友利　光(3) 古堅　彩佳(1) 根間　蒼葉(1) 西川　耀渚(3) 松川　穂羽(3)
ﾄﾓﾘ ﾋｶﾙ ﾌﾙｹﾞﾝ ｱﾔｶ ﾈﾏ ｱｵﾊﾞ ﾆｼｶﾜ ﾃﾙﾅ ﾏﾂｶﾜ ﾎﾉﾊ

(5) 23:30 (4) 40:09 (4) 52:47 (4) 1:05:10 (4) 1:26:27
(6) 23:30 (5) 16:39 (5) 12:38 (3) 12:23 (4) 21:17

5 1:28:50 19 コザ ﾓﾘｿﾝ　ﾃｨｱ菫(2) 玉城　奏葉(2) 垣花　菜都子(1) 山川　仁菜(1) 淺野　愛菜(2)
ﾓﾘｿﾝ ﾃｨｱｽﾐﾚ ﾀﾏｷ ｶﾅﾊ ｶｷﾊﾅ ﾅﾂｺ ﾔﾏｶﾜ ﾆﾅ ｱｻﾉ ｱｲﾅ
(6) 24:27 (6) 42:12 (6) 55:00 (6) 1:08:50 (5) 1:28:50
(7) 24:27 (6) 17:45 (6) 12:48 (6) 13:50 (2) 20:00

6 1:29:47 56 糸満 島袋　真帆(3) 野辺　咲華(2) 浦崎　真緒(3) 前原　凜杏(3) 副田　琳子(2)
ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾏﾎ ﾉﾍﾞ ｼｮｳｶ ｳﾗｻｷ ﾏｵ ﾏｴﾊﾗ ﾘﾘｱ ｿｴﾀﾞ ﾘﾝｺ
(4) 23:29 (5) 41:42 (5) 54:31 (5) 1:07:49 (6) 1:29:47
(5) 23:29 (7) 18:13 (7) 12:49 (5) 13:18 (7) 21:58

7 1:34:50 43 那覇 金城　倫奈(1) 玉城　虹羽(1) 宮城　菜々美(2) 榮　莉妃(1) 髙良　　心(1)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘﾝﾅ ﾀﾏｷ ﾆｼﾞﾊ ﾐﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ ｻｶｴ ﾘｺ ﾀｶﾗ ｼﾝ
(7) 25:08 (7) 44:35 (7) 58:12 (7) 1:12:02 (7) 1:34:50
(8) 25:08 (9) 19:27 (8) 13:37 (6) 13:50 (8) 22:48

8 1:34:58 25 中部商 富里　璃紗(2) 砂辺　桃香(3) 小橋川　晃和(2) 古堅　希颯(2) 花田　佳乃(3)
ﾄﾐｻﾄ ﾘｻ ｽﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ ﾋﾖﾘ ﾌﾙｹﾞﾝ ﾉﾉｶ ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾉ

(8) 25:21 (8) 44:44 (8) 58:59 (8) 1:14:02 (8) 1:34:58
(9) 25:21 (8) 19:23 (10) 14:15 (9) 15:03 (3) 20:56

9 1:45:24 48 知念 屋比久　真緒(2) 上原　るい(2) 外間　琉架(3) 上江洲　美羽(2) 玉那覇　未来(2)
ﾔﾋﾞｸ ﾏｵ ｳｴﾊﾗ ﾙｲ ﾎｶﾏ ﾙｶ ｳｴｽﾞ ﾐﾕｳ ﾀﾏﾅﾊ ﾐﾗｲ

(9) 29:38 (9) 49:37 (9) 1:03:14 (9) 1:19:49 (9) 1:45:24
(10) 29:38 (10) 19:59 (8) 13:37 (10) 16:35 (9) 25:35

OPN 90 合同 金城野風:カト(2) 金城怜海:カト(1) 大城瑠夏:宜野(2) 奥間凛香:宜野(1) 石川歩楓:宜野(1)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾉｴ ｷﾝｼﾞｮｳ ﾚﾐ ｵｵｼﾛ ﾙｶ ｵｸﾏ ﾘﾝｶ ｲｼｶﾜ ｱﾕｶ
(OPN) 23:15 (OPN) 38:25 (OPN) 50:25 (OPN) 1:04:56
(4) 23:15 (2) 15:10 (3) 12:00 (8) 14:31 DNF
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/ DNF…区間未完走


