
 　一般男子の部
 種　目
 100ｍ 新村　真人 11"0 伊良部　賢勇 11"4 金城　輪人 11"6 村尾　亮汰 11"7 福里　尚哉 12"2 西大濱　光 12"2
 風:+0.2 登野城  宮良  新川  西表  新栄町  新栄町
 400ｍ 村尾　亮汰 52"0 豊里　貴樹 55"0 金城　龍太郎 55"4 小禄　津裕 58"1 森田　大夢 60"5 玉城　一生 60"5
  西表  白保  名蔵  大浜  平得  宮良
 800ｍ 下地　将平 2'02"5 川満　晃弘 2'04"3 田盛　智翔也 2'08"7 王滝　将弘 2'09"5 嘉良　志津也 2'30"9 仲筋　成都 2'32"0
  平得  西表  平得  新栄町  白保  大浜
 1500ｍ 下地　将平 4'22"5 川満　晃弘 4'26"0 田盛　智翔也 4'28"8 仲村渠　昌彰 4'34"5 日高　久朋 4'50"7 新垣　正範 4'54"1
  平得  西表  平得  竹富  与那国  西表
 5000ｍ 王滝　将弘 16'55"7 小林　　洋 17'32"0 新垣　正範 17'58"8 村松　　稔 18'45"1 鈴木　大介 21'53"2 川島　靖史 30'22"9
  新栄町  小浜  西表  与那国  西表  大浜
 3000ｍSC 長尾　　蓮 10'14"9 請盛　健 11'57"9 大和田　直 13'07"9 桃原　康人 13'18"1
  与那国  真栄里  平得  大浜
 4×100ｍR 登野城 47"4 大浜 48"0 白保 48"8 西表 49"6 平得 50"2
  上地　永一  當山　喜之  豊里　貴樹  福地　和人  加屋本  勇貴
  新村　真人  大益　光太郎  嘉良　志津也  村尾　亮汰  宮良　用馬
  島仲　信之助  大浜　有貴  米盛　　拳  川満　和幸  大濱　一馬
  外間　義士  小禄　津裕  宮良　栄勝  嘉本　祥司  山内　昌章
 4×400ｍR 登野城 3'50"8 白保 3'53"7 西表 3'59"1 竹富 4'01"9 大浜 4'02"7 平得 4'20"0
  外間　義士  豊里　貴樹  福地　和人  古見　勇樹  當山　喜之  東大嶺　匡
  加屋本　敬太  長間　翔悟  村尾　亮汰  眞栄田　義央  大浜　有貴  下地　将平
  上原　真毅  嘉良　志津也  嘉本　祥司  内間　翔太  大益　光太郎  森田　大夢
  新村　真人  小浜　　涼  川満　晃弘  仲村渠　昌彰  小禄　津裕  田盛　智翔也
 走り高跳び 世持　侑也 1m55
  白保
 三段跳び 大益　光太郎 11m07 知花　健太郎 10m54 當山　喜之 10m42 宇保　安彰 9m96
  大浜  北部  大浜  宮良
 円盤投げ 米盛　英博 30m15 外間　義士 27m67 大城　良太 27m38 上亀　直人 26m08 大工　誠人 25m00 宮良　央 24m64
  白保  登野城  登野城  西表  新川  白保
 やり投げ 長間　翔悟 54m19 下野　健太郎 51m23 米盛　英博 46m41 新崎　尚武 37m73 田村　秀平 35m14 山内　昌章 26m52
  白保  大浜  白保  登野城  平得  平得
　壮年の部男子30代
 100ｍ 東当　　裕 12"0 高原　直樹 12"1 兼澤　英矢 12"6 原田　和幸 12"8 野原　大志 13"3 玉城　隼人 13"4
 風:+0.1 小浜  西表  与那国  大浜  登野城  新川
 1500ｍ 松山　義範 4'54"4 宜保　勇人 4'55"1 佐藤　友基 5'00"5 岸本恵一 5'05"6 本部　孝浩 5'05"8 豊里　泰伸 5'08"2
  川平  北部  真栄里  平得  大浜  白保
 走り高跳び 遠藤　光由 1m70 前西原　禎之 1m55 喜屋武　新也 1m55 
  登野城  与那国  平得
 砲丸投げ 米盛　博文 12m33 外間　守一郎 10m49 大底  和智 10m21 大石　定治　 9m46
  白保  与那国  平得  大浜
　壮年の部男子40代
 100ｍ 大嶺　吉生 12"6 柘植　章夫 13"0 宜野座　淳司 13"0 金子　顕司 13"5 田本　隆信 13"9 矢吹　明雄 14"3
 風:+0.2 大浜  小浜  新川  与那国  平得  北部
 800ｍ 阿部　知史 2'14"8 冨崎　義明 2'16"6 脇園　誠 2'19"5 池本　隆 2'29"6 川満　陽一 2'38"4 仲宗根　克憲 2'54"4
  新栄町  新川  与那国  北部  大浜  白保
 走り高跳び 後間　　智 1m55 宜野座　淳司 1m55 下野　雅通 1m40 入里　浩和 1m35
  与那国  新川  大浜  平得
 砲丸投げ 米盛　博次 9m40 池間　正幸 9m26 田盛　英伸 8m88 入嵩西　清和 5m61
  白保  真栄里  大浜  新川 
　壮年の部男子50代
 100ｍ 与世山　修 12"9 饒平名 邦雄 13"3 新盛　和弘 14"2 田場　正助 14"5 平良　敏一 15"1 山田　武則 15"7
 風:+0.7 登野城  与那国  大浜  新川  名蔵  平得
 砲丸投げ 西表　高志 10m72 嘉良　寧 9m13 饒平名　邦雄 8m86 山盛　和弘 8m77 迎里　俊彦 8m68 田盛　芳明 7m02
  新川  波照間  与那国  大浜  白保  平得 
 円盤投げ 西表　高志 28m95 多宇　　満 21m93 奥浜　　優 21m84 嘉良　　寧 20m02
  新川  白保  大浜  波照間 
　壮年の部男子60代
 100ｍ 入高島　利之 12"7 白道　直行 14"2 西條　　実 14"7 大原　　剛 15"5
 風:+0.9 白保 大会・八重山新 平得  与那国  大浜
　年齢別男子リレー
 4×100ｍR 与那国 53"6 大浜 55"0 白保 56"2 平得 56"6 北部 59"7
  兼澤　英矢  原田　和幸  前盛　一作  喜屋武　新也  宜保　勇人
  金子　顕司  大嶺　吉生  細井　武  田本　隆信  矢吹　明雄
  饒平名　邦雄  新盛　和弘  迎里　俊彦  山田　武則  久松　信二
  西條　　実  大原　　剛  入高島　利之  白道　直行  山本　和久
　壮年の部女子30代
 100ｍ 伊波　純子 14"6 久貝　たつき 15"1 尾崎　直子 16"2 原田　直美 16"4 須藤　美香 16"4 辻野　真紀 17"9
 風:+0.0 北部  登野城  白保  大浜  宮良  平得
　壮年の部女子40代
 100ｍ 新谷　藤乃 "13"7 伊波　要子 14"0 次呂久真登香 16"1 仲道　愛子 17"0 赤池　　恵 17"5
 風:+0.4 平得 大会・八重山新 北部 大会新  大浜  宮良  白保
　年齢別女子リレー
 4×100ｍR 宮良 64"8 登野城 65"4 平得 65"7 白保 68"7
  仲道　愛子  中村　真弓  辻野　真紀  尾崎　直子 
  増田　　舞  徳嶺　恵子  入里　和子  田盛　弥葵枝 
  島尻　真紀  安村　慶子  東蔵盛五十三  赤嶺　勤子 
  須藤　美香  久貝　たつき  新谷　藤乃  高道　瑠美
　一般女子の部
 100ｍ 金城　麻里恵 14"7 阿利　彩 15"0 桴海　真子 15"3 野原　由里子 15"5 大城　玲奈 15"7 内原　こずえ 16"0
 風:+0.2 大浜  平得  白保  登野城  大浜  白保
 400ｍ 南　さおり 77"1 狩俣　玲華 86"0 前津タチアナ 88"5 笠原　利香 89"3
  平得  宮良  大浜  白保
 800ｍ 石川　めぐみ 2'36"9 河原　真希 2'39"0 根原　知子 3'06"4 野原　由里子 3'11"0 下地　麻子 3'14"2
  真栄里  双葉  平得  登野城  平得
 4×100ｍR 平得 57"9 登野城 60"0 大浜 61"7 白保 64"4 宮良 65"4
  阿利　　彩  山里　恵美  原田　直美  長間　美紗都  伊良部　舞
  下地　桃子  野原　由里子  大城　玲奈  仲里　真子  狩俣　玲華
  南　さおり  上地　なるみ  砂川　明菜  金嶺　真希  大島　梨里 
  阿利　　唯  久貝　たつき  金城　麻里恵  桴海　真子  久原　和子
 走り高跳び 阿利　唯 1m50 上地　なるみ 1m20 仲里　真子 1m20
  平得  登野城  白保
 円盤投げ 田島　杏子 22m61 森　亜耶乃 19m28 佐和田　康子 19m23 米盛　　縁 17m35 富永　由衣 15m57
  平得  登野城  大浜  白保  新川
 やり投げ 高木　さやか 28m38 長間　絵里奈 24m84 佐和田　康子 24m10 大城　清香 23m25 吉本　優子 20m16 田島  杏子 19m54
  新栄町  白保  大浜  大浜  白保  平得
　小学生リレーの部
 男子リレー 登野城 2'14"5 新川 2'16"4 平得 2'17"4 宮良 2'21"7 大浜 2'24"0 北部 2'24"7
 女子リレー 平得 2'16"0 新川 2'18"9 登野城 2'21"9 宮良 2'23"7 北部 2'26"2 竹富 2'28"0
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