
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 女子

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 島谷　晴菜 比田勝小 15.9 阿比留　葵 豊玉小 16.1 佐々木捺美 大調SC 16.4 梅野　　葵 厳原北小 16.5 岩見　璃子 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 16.9

原　由梨亜 久原小 16.5

Ｃ 5年100m 西山　瑠香 厳原北小 15.3 三上ももか 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 15.5 扇　　玲奈 比田勝小 15.6 古本　優香 乙宮小 15.8 中島　由佳 豊玉小B 15.8 吉田　　萌 久田小 16.1

Ｃ 6年100m 山瀬　未来 豊玉小A 14.7 山原　理七 比田勝小 14.9 島谷稚菜美 比田勝小 15.1 梅野　彩華 内院分校 15.4 山﨑　花佳 阿連小 15.5

松村　優香 塩浦JAC 15.4

Ｂ    100m 網代　彩花 比田勝中 14.4 中島　智佳 豊玉中 14.8 國分みなみ 豊玉中 15.9 内山　　藍 豆酘中 16.1 小島　梓保 豆酘中 16.2

Ａ    100m 松村　由香 久田中 13.8 宮原　奈々 豊中学校 14.0 西山　陽華 佐須中 14.0 桐谷　明歩 佐須中 14.0 財部　有奈 比田勝中 14.1 桐谷　南凪 佐須中 14.1

Ｃ 4年800m 阿比留　葵 豊玉小  2:55.3 島谷　晴菜 比田勝小  3:00.2 阿比留　楓 塩浦JAC  3:01.4 国分　彩菜 豊玉小  3:02.2 若杉　凪真 厳原小B  3:03.4 長瀬　日南 厳原小B  3:05.8

Ｃ 5年800m 三上ももか 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ  2:39.8 網代　理佐 比田勝小  2:42.8 中島　由佳 豊玉小B  2:44.0 島居　美歩 厳原小A  2:45.6 藤　　美凪 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ  2:50.8 日高　璃子 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ  2:51.0

区
分

１位 ６位５位４位３位２位

Ｃ 6年800m 山瀬　未来 豊玉小A  2:34.2 東岡　美歩 豊玉小A  2:35.7 巻澤　史佳 豊玉小A  2:36.6 井　　琴美 大船越A  2:45.9 山﨑　花佳 阿連小  2:46.6 島本　彩葉 厳原小A  2:47.6

Ｂ    800m 早田　朱夏 豊玉中  2:34.9 大島　愛美 豊玉中  2:36.5 大石　朋花 豊玉中  2:43.5

Ａ   1500m 大島　優美 豊玉中  5:04.7 松原　由希 久田中  5:14.4 原田彩加里 豊玉中  5:18.3 佐護明日香 久田中  5:24.6 長郷　菜桜 豊玉中  5:25.6 梅野　真由 豊玉中  5:25.7

Ｃ 4×100mR 東岡　美歩 豊玉小A 60.9 扇　　玲奈 比田勝小 61.0 日高　璃子 鶏鳴ｸﾗﾌﾞ 63.3 阿比留志穂 豊玉小B 63.4 一宮　葵唯 金田小 64.6

山瀬　未来 糸瀬　　唯 岩見　璃子 中嶋　美和 谷本　　雅

長郷　美郁 島谷稚菜美 宇山　未緒 児玉ゆうか 桐谷　真以

巻澤　史佳 山原　理七 三上ももか 中島　由佳 寄兼　梨奈

阿比留美優 厳原北 64.6

梅野　　葵

横松　　和

西山　瑠香

AB 走高跳 松村　由香 久田中 1m40 佐々木千尋 佐須中 1m35 佐護明日香 久田中 1m20 奥田　零果 豊玉中 1m15

Ｃ 走幅跳 山原　理七 比田勝小   4m11 松村　優香 塩浦JAC   4m06 島谷稚菜美 比田勝小   3m57 扇　　玲奈 比田勝小   3m42 長郷　美郁 豊玉小A   3m40 長嶋　史織 大船越A   3m31

AB 走幅跳 桐谷　南凪 佐須中   4m54 財部　有奈 比田勝中   4m34 宮原　奈々 豊中学校   4m26 桐谷　明歩 佐須中   4m21 阿比留優香 豊玉中   4m02 中島　智佳 豊玉中   3m67

AB 砲丸投 阿比留菜月 豊玉中  10m10 岸川　桃子 豆酘中   9m90 小田有璃奈 佐須中   9m01 中山　瑠美 佐須中   8m19 仁位　友香 豊玉中   8m01 財部　佳奈 佐須中   7m70

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 植木　鈴夏 大船越A  39m78 原田　弥采 乙宮小  37m46 平山　姫花 小綱小  34m95 犬束　春奈 大船越小  33m18 寄兼　　梨奈 金田小  30m58 土脇　理奈 南小  29m67

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


