
第３１回対馬ジュニア陸上競技選手権大会　決勝記録一覧表 男子

平成22年10月17日(日) 主催：つしまライオンズクラブ・対馬市陸上競技協会 競技場：対馬市峰運動公園陸上競技場

順位

種目 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

Ｃ 4年100m 前野　　匠 佐須奈小 15.2 手束　博徳 阿連小 15.8 久保田　諭 厳原小B 15.9 立道　　凌 豊小学校 16.1 中島　響介 豆酘小 16.2 手束　歩武 阿連小 16.3

谷本　　彪 金田小 16.3

Ｃ 5年100m 神宮　　章 阿連小 14.0 吉野　友基 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 15.3 島田　享弥 乙宮小 15.4 福田　大樹 南陽小 15.6 阿比留　遼 厳原小A 15.7

中村　嶺志 西小 15.4

Ｃ 6年100m 惣島　魁斗 対馬中央 13.7 権藤　斗輝 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 13.7 阿比留拓朗 豆酘小 13.9 久和　海斗 久田小 14.1 小川　智也 東小 14.5 阿比留涼介 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 14.6

Ｂ    100m 早田　峻也 厳原中 12.7 浦瀬　貴仁 久田中 13.2 宮原　大地 久田中 13.3 松尾　風雅 豊玉中 14.0 髙松　利之 豆酘中 14.2 山﨑　千裕 佐須中B 14.5

Ａ    100m 初村　大寿 佐須中 11.6 一宮　智哉 久田中 11.9 野田　昌幸 久田中 12.2 桐谷洋一郎 久田中 12.9 安野　竜馬 豊玉中 13.0

梅野　広大 豊玉中 13.0

Ｃ 4年1000m 原　　拓海 比田勝小 ◎3:25.3 扇　　育 西小  3:33.0 手束　歩武 阿連小  3:37.8 田中　隆一 厳原小  3:39.3 日髙　健仁 厳原北小  3:39.6 井野　哲利 厳原小C  3:40.2

区
分

１位 ６位５位４位３位２位

Ｃ 5年1000m 阿比留　遼 厳原小A  3:22.7 島田　享弥 乙宮小  3:23.3 巻澤　海斗 豊玉小  3:24.3 中村　嶺志 西小  3:26.3 永留　瑞樹 西小  3:26.9 手束　優汰 大船越小  3:31.8

Ｃ 6年1000m 阿比留　魁 豊玉小  3:13.1 根〆　聡司 対馬中央  3:15.0 平山　大智 小綱小  3:17.1 上野　健太 厳原小A  3:18.4 梅野　真平 豊玉小  3:18.6 阿比留玲音 久田小  3:19.2

Ｂ   1500m 松村　慶太 大船越中 ◎4:30.8 初村　直也 久田中  4:50.3 小森　尊弘 豊玉中  4:52.8 佐護　賢也 久田中  4:53.0 松井健一郎 豊玉中  5:04.5 阿比留悠人 佐須奈中  5:09.7

Ａ   3000m 長瀬　凌太 佐須中  9:44.3 阿比留和弘 佐須奈中  9:45.5 國分　大樹 豊玉中  9:48.0 田口　左京 豊玉中  9:53.8 米田　浩崇 豊玉中  9:57.0 斎藤　聡太 豊玉中  9:59.1

Ｃ 4×100mR 阿比留主樹 久田小 58.3 髙雄　雅功 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 58.6 梅野　優太 厳原北小 59.9 永石　　奏 対馬中央 60.1 手束　博徳 阿連小 61.0 阿比留　魁 豊玉小 61.1

山下　　響 阿比留涼介 小副川滉成 根〆　聡司 山﨑　爽平 国分　佑弥

阿比留玲音 神宮　丞汰 森山　　灯 松本　滉平 神宮　　章 梅野　真平

久和　海斗 権藤　斗輝 阿比留隆輔 惣島　魁斗 手束　一翔 巻澤　海斗

AB 4×100mR 野田　昌幸 久田中 49.5 日高　洸喜 佐須中 50.1 永石　　洸 豊玉中 50.6 横松　啓志 佐須中B 54.0

浦瀬　勝仁 上野　勇貴 田口　左京 寄兼　大志

桐谷洋一郎 長瀬　凌太 梅野　広大 幾度　涼太

一宮　智哉 初村　大寿 安野　竜馬 初村　力也

Ｃ 走幅跳 惣島　魁斗 対馬中央   4m54 神宮　　章 阿連小   4m27 久和　海斗 久田小   4m07 小副川滉成 厳原北小   4m06 阿比留隆輔 厳原北小   4m03 小島　快斗 大調SC   4m03

AB 走幅跳 初村　大寿 佐須中   5m59 野田　昌幸 久田中   5m17 古藤　孔明 鶏知中   5m03

AB 砲丸投 幾度　涼太 佐須中B  11m13 鎌田　幹生 久田中  10m44 梅野　晃輔 豊玉中   9m84 寄兼　大志 佐須中B   7m87 安野　　匠 豊玉中   7m57 永石　　洸 豊玉中   7m55

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 松村　未来 久原小  61m96 小宮　洋志 仁田小  59m29 白石　翔樹 仁田小  58m60 阿比留正貴 西小  58m40 阿比留魁士 厳原小  57m28 阿比留涼介 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ  52m22

備考　Ａ･…中学２,３年生　Ｂ･…中学１年生　Ｃ･…小学４,５,６年生　☆＝県中新　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ


