
平成22年度　美津島町小学校体育大会　入賞者　記録一覧

種　目 学年性別 氏　名 校　名 氏　名 校　名 氏　名 校　名
4年女子 岩見　璃子 鶏鳴Ｂ ′17″1 　 川﨑　有梨 大船越 ′17″5 　 阿比留　鈴菜 鶏鳴Ａ ′17″8 　
4年男子 堀江　楓馬 大船越 ′16″3 　 糸瀬　魁人 鶏鳴Ａ ′16″5 　 藤島　和哉 鶏鳴Ｂ ′17″1 　
5年女子 三上　ももか 鶏鳴Ｂ ′15″6 　 廣川　花緒 鶏鳴Ｂ ′16″5 　 西川　亜美 大船越 ′16″9 　
5年男子 吉野　友基 鶏鳴Ａ ′15″6 　 井　貴洋 鶏鳴Ｂ ′15″9 　 江口　太基 鶏鳴Ｂ ′16″0 　
6年女子 筒井　春奈 鶏鳴Ｂ ′15″6 　 古藤　寧々 鶏鳴Ａ ′15″9 　 井　琴美 大船越 ′15″9 　
6年男子 権藤　斗輝 鶏鳴Ａ ′14″7 　 根〆　聡司 美北部 ′15″4 　 阿比留　涼介 鶏鳴Ａ ′15″5 　
5年女子 廣川　花緒 鶏鳴Ｂ ′10″0 　 築城　優華 美北部 ′10″6 　 川上　渚也美 大船越 ′10″7 　
5年男子 植木　雄渡 大船越 ′9″6 　 宮本　祥隆 鶏鳴Ａ ′10″4 　 犬束　泰一 美北部 ′10″5 　
6年女子 阿比留　夢華 鶏鳴Ｂ ′10″0 　 宇山　未緒 鶏鳴Ａ ′10″4 長嶋　史織 大船越 ′10″4
6年男子 権藤　斗輝 鶏鳴Ａ ′9″0 　 根〆聡司 美北部 ′9″4 　 松村　燎 鶏鳴Ｂ ′9″9 　
4年女子 青栁　あさみ 鶏鳴Ｂ 3′21″8 　 川﨑　有梨 大船越 3′22″4 　 島田　真利亜 美北部 3′26″5 　
5年女子 三上　ももか 鶏鳴Ｂ 2′48″1 新 日高　璃子 鶏鳴Ａ 3′01″0 　 佐藤　綾音 大船越 3′12″9 　
6年女子 古藤　寧々 鶏鳴Ａ 2′53″3 　 栗屋　里緒菜 鶏鳴Ｂ 2′57″1 　 井　琴美 大船越 3′02″0 　
4年男子 村瀬　壮希 大船越 3′55″9 　 山口　史瑛 鶏鳴Ａ 4′10″3 　 佐伯　大賀 美北部 4′22″1 　
5年男子 井　達哉 鶏鳴Ｂ 3′47″0 　 岩本　祐盛 鶏鳴Ａ 3′50″6 　 手束　優汰 大船越 3′51″6 　
6年男子 根〆　聡司 美北部 3′23″9 　 神宮　丞太 鶏鳴Ｂ 3′46″2 　 阿比留　涼介 鶏鳴Ａ 3′48″2 　

廣川　杏里 岩見　璃子 川﨑　有梨
糸瀬　魁人 永井　飛翔 堀江　楓馬
阿比留　美羽 三上　ももか 西川　亜美
吉野　友基 江口　太基 植木　雄渡
宇山　未緒 筒井　春奈 井　琴美
権藤　斗輝 神宮　丞太 村瀬　匡佑

女子 筒井　春奈 鶏鳴Ｂ 1ｍ06 　 寺田　紗里那 鶏鳴Ｂ 1ｍ03 　 熊本　愛 鶏鳴Ａ 1ｍ00 　
男子 髙雄　雅功 鶏鳴Ａ 1ｍ13 　 田口　甲斐 鶏鳴Ｂ 1ｍ08 　 三苫　勇太 鶏鳴Ａ 1ｍ08 　
5年女子 小田　莉央 美北部 2ｍ98 　 犬束　里菜 大船越 2ｍ97 　 藤　美凪 鶏鳴Ｂ 2ｍ92 　
5年男子 吉野　友基 鶏鳴Ａ 3ｍ62 　 齊藤　大夢 美北部 3ｍ34 　 小田　凌 鶏鳴Ｂ 3ｍ26 　
6年女子 久和　千夏 鶏鳴Ｂ 3ｍ33  長嶋　史織 大船越 3ｍ19 　 内山　珠心 大船越 3ｍ14 　
6年男子 黒岩　俊和 鶏鳴Ｂ 3ｍ53 森　壮志 鶏鳴Ｂ 3ｍ38 　 植田　義基 鶏鳴Ａ 3ｍ24 　
4年女子 印束　ひなた 美北部 26ｍ60 　 小島　ほのか 鶏鳴Ｂ 24ｍ86 　 加瀬　多恵 今里 17ｍ80 　
4年男子 佐伯　大賀 美北部 41ｍ50 　 権藤　一茶 鶏鳴Ｂ 31ｍ94 　 浦瀬　紬 大船越 31ｍ44 　
5年女子 築城　優華 美北部 30ｍ55 　 日高　璃子 鶏鳴Ａ 26ｍ45 　 堀江　沙央 大船越 25ｍ85 　
5年男子 齊藤　大夢 美北部 46ｍ47 　 植木　雄渡 大船越 44ｍ16 　 平川　晃太 大船越 41ｍ17 　
6年女子 植木　鈴夏 大船越 31ｍ36 　 平松　萌香 鶏鳴Ｂ 29ｍ07 　 梅野　佐貴 鶏鳴Ａ 24ｍ76 　
6年男子 小島　一輝 大船越 44ｍ39 　 北森　亮佑 美北部 42ｍ02 　 山元　聖弥 鶏鳴Ａ 40ｍ34 　
4年団体 77.7% 31.1% 23.8%
5年団体 57.9% 41.6% 33.3%
6年団体 68.9% 54.7% 44.4%

44.4%
4年個人 萩原　萌 鶏鳴Ｂ 100回 加瀬　多恵 今里 85回 川﨑　有梨 大船越 73回
5年個人 三上　ももか 鶏鳴Ｂ 206回 日髙　璃子 鶏鳴A 126回 西川　亜美 大船越 97回
6年個人 神宮　丞汰 鶏鳴Ｂ 161回 早田　歩未 大船越 156回 宇山　未緒 鶏鳴A 144回
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