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対馬市中学校体育連盟対馬市中学校体育連盟対馬市中学校体育連盟対馬市中学校体育連盟 
 

 

 



 

 

 

男子の部 女子の部 

学校名 得点 学校名 得点 

優 勝 久 田 １１８ 豊 玉 ８５ 

準優勝 豊 玉 ７８．５ 比田勝 ５７ 

３ 位 雞 知 ５０ 佐 須 ４３．５ 

４ 位 厳 原 ４８．５ 雞 知 ４０．５ 

５ 位 西 部 ３７ 仁 田 ３６ 

６ 位 仁 田 ２９ 久 田 ３２ 

 

 

   ＜大会新記録＞ 

 

  低学男子１００ｍＨ   早田 峻也（厳 原） １４”３ 

 

  ２年女子８００ｍ    糸瀬 有沙（仁 田） ２’２４”２ 

 

  共通男子４×１００ｍＲ 久田中（野田・長瀨・桐谷・一宮）  ４６”５ 

 

 

   ＜大会タイ記録＞ 

 

  ２年男子１００ｍ    長瀨 智彦（久 田） １１”７ 

 



平成23年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 男子
平成23年 6月12日(日)～13日(月) 主催：対馬中学校体育連盟　　　　　共催：対馬市教育委員会 競技場：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

   100m 惣島　魁斗  (1) 豊玉 13.0 阿比留拓朗  (1) 豆酘 13.2 久和　海斗  (1) 久田 13.3 権藤　斗輝  (1) 鶏知 13.3 財部　利希  (1) 比田勝 13.7 白石　翔樹  (1) 仁田 13.8

  1500m 阿比留　魁  (1) 豊玉  4:54.8 西山　　涼  (1) 仁田  4:57.2 阿比留玲音  (1) 久田  4:59.2 内山　圭悟  (1) 仁田  5:01.1 上原　正成  (1) 豆酘  5:04.8 山下　　響  (1) 久田  5:05.1

4×100mR 阿比留主樹  (1) 久田 54.8 阿比留涼介  (1) 鶏知 55.4 中村　圭吾  (1) 厳原 55.6 白石　翔樹  (1) 仁田 55.9 山﨑　爽平  (1) 佐須 56.1 平山　大智  (1) 豊玉 56.5

阿比留玲音  (1) 髙雄　雅功  (1) 阿比留隆輔  (1) 白石　曉飛  (1) 田中　俊平  (1) 阿比留　魁  (1)

山下　　響  (1) 奥村　亮磨  (1) 小島　智紀  (1) 内山　圭悟  (1) 桐谷　翔太  (1) 国分　佑弥  (1)

久和　海斗  (1) 権藤　斗輝  (1) 上野　健太  (1) 惣島　泰成  (1) 小島　快斗  (1) 惣島　魁斗  (1)

   100m 長瀨　智彦  (2) 久田 △11.7 早田　峻也  (2) 厳原 12.7 長瀨　大介  (2) 鶏知 12.9 早田　　光  (2) 比田勝 13.1 西山　魁斗  (2) 厳原 13.2 松尾　風雅  (2) 豊玉 13.3

  1500m 栗屋　直斗  (2) 西部  4:32.6 松村　慶太  (2) 大船越  4:34.0 平山　裕章  (2) 西部  4:36.0 國分　翔輝  (2) 豊玉  4:41.2 岩見　優衡  (2) 鶏知  4:45.0 小森　尊弘  (2) 豊玉  4:45.9

4×100mR 宮原　大地  (2) 久田 48.8 野川　和聖  (2) 厳原 50.2 廣川　聡大  (2) 鶏知 50.4 栗屋　直斗  (2) 西部 52.4 松尾　風雅  (2) 豊玉 52.9 比田勝開斗  (2) 比田勝 54.7

太田利司也  (2) 西山　魁斗  (2) 岩見　優衡  (2) 平山　裕章  (2) 小森　尊弘  (2) 中原　向陽  (2)

浦瀬　貴仁  (2) 平井　敬斗  (2) 長瀨　大介  (2) 岩佐　湧斗  (2) 國分　翔輝  (2) 瀬崎　　魁  (2)

長瀨　智彦  (2) 早田　峻也  (2) 稗田　昌紀  (2) 永留　輝人  (2) 内田　慎吾  (2) 早田　　光  (2)

   100m 一宮　智哉  (3) 久田 11.6 野田　昌幸  (3) 久田 12.2 桐谷　優一  (3) 鶏知 12.4 阿比留　基  (3) 豊玉 12.4 坂本　悠平  (3) 東部 12.4 野本　恭兵  (3) 西部 12.6

  1500m 平山　将吾  (3) 豊玉  4:31.8 松村　淳也  (3) 西部  4:32.3 三浦　健太  (3) 久田  4:32.6 島居　魁人  (3) 久田  4:39.4 井上　雄太  (3) 大船越  4:40.4 多田　拓人  (3) 西部  4:44.1

   200m 長瀨　智彦  (2) 久田 24.1 一宮　智哉  (3) 久田 24.2 児玉浩太郎  (3) 豊玉 25.7 春田　龍馬  (3) 仁田 25.7 高野　　翔  (3) 仁田 25.8 野本　恭兵  (3) 西部 25.9

   400m 桐谷洋一郎  (3) 久田 55.6 浦瀬　貴仁  (2) 久田 56.3 児玉浩太郎  (3) 豊玉 57.6 小嶋　寿和  (3) 厳原 58.5 高野　　翔  (3) 仁田 59.2 井上　魁人  (3) 鶏知 59.8

２位

決 勝 記 録 一 覧 表

２
年

区
分

１
年

３
年

共
通

１位 ６位５位４位３位

   800m 阿比留和弘  (3) 佐須奈  2:07.7 松村　慶太  (2) 大船越  2:08.8 浦瀬　貴仁  (2) 久田  2:09.7 桐谷洋一郎  (3) 久田  2:10.4 平山　裕章  (2) 西部  2:12.2 平山　将吾  (3) 豊玉  2:13.1

  3000m 阿比留和弘  (3) 佐須奈  9:30.7 島居　魁人  (3) 久田  9:35.2 栗屋　直斗  (2) 西部  9:44.0 松村　淳也  (3) 西部  9:45.0 土居　司歩  (3) 豊玉 10:00.8 三浦　健太  (3) 久田 10:00.8

   110mH 阿比留　基  (3) 豊玉 17.0 久和　　巧  (3) 久田 17.9 安野　竜馬  (3) 豊玉 18.4 槙野　大地  (3) 久田 18.6 園田　一史  (3) 鶏知 19.5 御手洗祐一郎(3) 比田勝 19.5

4×100mR 野田　昌幸  (3) 久田 ◎46.5 春田　龍馬  (3) 仁田 49.8 園田　一史  (3) 鶏知 49.9 阿比留　基  (3) 豊玉 49.9 小嶋　寿和  (3) 厳原 50.7 野本　恭兵  (3) 西部 51.3

長瀨　智彦  (2) 中村　祐太  (3) 古藤　孔明  (3) 児玉浩太郎  (3) 西山　星也  (3) 多田　拓人  (3)

桐谷洋一郎  (3) 小宮　健吾  (3) 井上　魁人  (3) 安野　竜馬  (3) 上利　　翔  (3) 原　　史也  (3)

一宮　智哉  (3) 高野　　翔  (3) 桐谷　優一  (3) 平山　将吾  (3) 中村　拓未  (3) 早田　浩人  (3)

走高跳 小嶋　寿和  (3) 厳原 1m55 宮原　大地  (2) 久田 1m50 早田　浩人  (3) 西部 1m50 中村　拓未  (3) 厳原 1m45 久和　　巧  (3) 久田 1m45

安野　竜馬  (3) 豊玉 1m45

棒高跳 中庭　晃大  (3) 豊玉 3m00 横松　貴輝  (3) 佐須 2m60 扇　　伊吹  (3) 豊玉 2m40 小島　章裕  (3) 久田 2m40 三山　晃希  (3) 佐須 2m20

富村　　智  (3) 豆酘 2m20

走幅跳 犬束　晃樹  (3) 大船越   5m78 野田　昌幸  (3) 久田   5m37 坂本　悠平  (3) 東部   5m26 橘　　怜臣  (3) 厳原   5m16 古藤　孔明  (3) 鶏知   5m12 堀江　雅樹  (3) 大船越   5m11

三段跳 犬束　晃樹  (3) 大船越  11m97 古藤　孔明  (3) 鶏知  11m43 上利　　翔  (3) 厳原  11m11 中庭　晃大  (3) 豊玉  11m10 宮原　大地  (2) 久田  11m09 西山　星也  (3) 厳原  10m88

砲丸投 幾度　涼太  (3) 佐須  12m01 春田　剛希  (3) 仁田  10m79 岡山　京奨  (3) 鶏知   9m89 寄兼　大志  (3) 佐須   9m87 水本　春毅  (3) 厳原   9m59 藤川　毅児  (3) 豊玉   8m59

   100mH 早田　峻也  (2) 厳原 ◎14.3 廣川　聡大  (2) 鶏知 16.0 松尾　風雅  (2) 豊玉 17.2 鍵本　稜能  (2) 厳原 17.2 國分宗一郎  (2) 久田 17.5 内田　慎吾  (2) 豊玉 17.6

4×100mR 宮原　大地  (2) 久田 50.8 廣川　聡大  (2) 鶏知 51.4 松尾　風雅  (2) 豊玉 53.6 初村　力也  (2) 佐須 53.9 岩佐　湧斗  (2) 西部 55.1 住井　玲音  (2) 東部 55.5

山下　　響  (1) 阿比留涼介  (1) 平山　大智  (1) 田中　俊平  (1) 阿比留正貴  (1) 小川　智也  (1)

久和　海斗  (1) 権藤　斗輝  (1) 惣島　魁斗  (1) 小島　快斗  (1) 阿比留竜輝  (1) 中村　駿介  (1)

浦瀬　貴仁  (2) 長瀨　大介  (2) 内田　慎吾  (2) 横松　啓志  (2) 永留　輝人  (2) 糸瀬　友亮  (2)

備考　※＝県中学新　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

２位

低
学
年

１位 ３位 ４位 ５位 ６位

久田中 118 点 豊玉中 78.5 点 鶏知中 50 点 厳原中 48.5 点 西部中 37 点 仁田中 29 点

２位
男子総合得点

１位 ３位 ４位 ５位 ６位



平成23年度　対馬中学校体育大会　陸上競技
 女子

平成23年 6月12日(日)～13日(月) 主催：対馬中学校体育連盟　　　　　共催：対馬市教育委員会 競技場：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

   100m 島谷稚菜美  (1) 比田勝 14.2 山原　理七  (1) 比田勝 14.5 内山千沙里  (1) 久田 14.7 松村　優香  (1) 豊玉 14.8 黒川　　桜  (1) 大船越 14.9 筒井　春奈  (1) 鶏知 15.0

800m 巻澤　史佳  (1) 豊玉  2:33.7 栗屋里緒菜  (1) 鶏知  2:36.0 東岡　美歩  (1) 豊玉  2:37.3 黒川　　桜  (1) 大船越  2:38.3 井　　琴美  (1) 大船越  2:43.4 島居菜奈佳  (1) 佐護  2:43.7

4×100mR 筒井　春奈  (1) 鶏知 59.6 横松　陽菜  (1) 久田 59.7 山原　理七  (1) 比田勝 59.8 松村　優香  (1) 豊玉 60.2 寄兼　梨奈  (1) 佐須 60.5 丸島　瑠華  (1) 仁田 60.9

阿比留夢華  (1) 坂元くるみ  (1) 小宮　真珠  (1) 安野　瑞希  (1) 横松　優花  (1) 原田愛絵理  (1)

宇山　未緒  (1) 梅野　彩華  (1) 糸瀬　　唯  (1) 東岡　美歩  (1) 桐谷　真以  (1) 原田　紗季  (1)

古藤　寧々  (1) 内山千沙里  (1) 島谷稚菜美  (1) 巻澤　史佳  (1) 山﨑　花佳  (1) 中村　　圭  (1)

   100m 網代　彩花  (2) 比田勝 13.9 坂尾　実希  (2) 厳原 14.4 中島　智佳  (2) 豊玉 14.5 港　　碧巴  (2) 仁田 14.5 宮原　彩乃  (2) 鶏知 14.6 扇　みなみ  (2) 西部 15.1

800m 糸瀬　有沙  (2) 仁田 ◎ 2:24.2 大島　愛美  (2) 豊玉  2:26.5 早田　朱夏  (2) 豊玉  2:28.9 佐伯　麻美  (2) 仁田  2:29.4 佐藤　希紀  (2) 大船越  2:31.7 太田ひなの  (2) 厳原  2:32.0

4×100mR 長瀨　麻実  (2) 厳原 57.5 糸瀬　有沙  (2) 仁田 57.9 田邊　瞳那  (2) 比田勝 58.2 中島　智佳  (2) 豊玉 58.6 白石　萌夏  (2) 鶏知 59.1 扇　みなみ  (2) 西部 60.3

坂尾　実希  (2) 早田菜々子  (2) 槙野麻菜美  (2) 大石　朋花  (2) 藤　愛珠美  (2) 大石　美咲  (2)

調　　菜月  (2) 糸瀬美希穂  (2) 西原　芽生  (2) 大島　愛美  (2) 豊田　遥菜  (2) 扇　　瑞希  (2)

太田ひなの  (2) 港　　碧巴  (2) 網代　彩花  (2) 早田　朱夏  (2) 宮原　彩乃  (2) 山﨑　百華  (2)

   100m 桐谷　南凪  (3) 佐須 13.8 桐谷　明歩  (3) 佐須 13.9 中野　祐里  (3) 鶏知 14.0 島居　　希  (3) 比田勝 14.1 平山　七海  (3) 豊玉 14.2 坂本紗季子  (3) 鶏知 14.2

800m 松原　由希  (3) 久田  2:33.6 大島　優美  (3) 豊玉  2:35.7 西山　里沙  (3) 佐須  2:38.2 小宮あかり  (3) 仁田  2:40.2 松尾　優花  (3) 豊玉  2:40.8 阿比留成美  (3) 厳原  2:41.2

   200m 網代　彩花  (2) 比田勝 29.2 原田彩加里  (3) 豊玉 29.9 平山　七海  (3) 豊玉 30.0 外林葉瑠奈  (3) 鶏知 30.1 廣田　奈納  (3) 仁田 30.3 坂本紗季子  (3) 鶏知 30.5

１位

３
年

決 勝 記 録 一 覧 表

共
通

６位５位４位３位区
分

１
年

２
年

２位

   200m 網代　彩花  (2) 比田勝 29.2 原田彩加里  (3) 豊玉 29.9 平山　七海  (3) 豊玉 30.0 外林葉瑠奈  (3) 鶏知 30.1 廣田　奈納  (3) 仁田 30.3 坂本紗季子  (3) 鶏知 30.5

  1500m 松原　由希  (3) 久田  5:01.0 糸瀬　有沙  (2) 仁田  5:01.0 大島　愛美  (2) 豊玉  5:03.7 佐伯　麻美  (2) 仁田  5:06.1 太田ひなの  (2) 厳原  5:11.2 椿　日菜子  (2) 厳原  5:16.6

   100mH 宮原　奈々  (3) 比田勝 17.6 中野　祐里  (3) 鶏知 17.7 前野はづき  (3) 佐須奈 17.8 山田　美涼  (3) 久田 18.0 佐々木千尋  (3) 佐須 18.1 小松　彩乃  (3) 厳原 18.4

4×100mR 原田彩加里  (3) 豊玉 56.0 桐谷　南凪  (3) 佐須 56.4 宮原　奈々  (3) 比田勝 58.2 瀬戸口佳奈美(3) 厳原 59.2 小宮あかり  (3) 仁田 59.4 庄司　礼美  (3) 佐須奈 59.6

大島　優美  (3) 佐々木千尋  (3) 梅野　　茜  (3) 内山　菜穂  (3) 白石　燦来  (3) 日高　有紀  (3)

平山　七海  (3) 一宮　瑛梨  (3) 平間有里菜  (3) 尾﨑　理名  (3) 白石佳奈子  (3) 小宮　春菜  (3)

阿比留優香  (3) 桐谷　明歩  (3) 島居　　希  (3) 小松　彩乃  (3) 廣田　奈納  (3) 前野はづき  (3)

走高跳 佐々木千尋  (3) 佐須 1m30 糸瀬　星奈  (2) 厳原 1m30 西原　芽生  (2) 比田勝 1m25 梅野　彩華  (1) 久田 1m25 小田真由香  (3) 厳原 1m25 外林葉瑠奈  (3) 鶏知 1m20

瀨川　菜月  (2) 大船越 1m20

走幅跳 桐谷　南凪  (3) 佐須   4m60 原田彩加里  (3) 豊玉   4m25 溝井　沙季  (3) 鶏知   4m24 山原　理七  (1) 比田勝   4m16 岸川　桃子  (3) 豆酘   4m09 島雄　杏奈  (3) 浅海   4m04

砲丸投 阿比留菜月  (3) 豊玉  10m88 一宮　瑛梨  (3) 佐須   9m33 原野　文来  (3) 豊玉   9m23 財部　佳奈  (3) 佐須   9m18 永留　璃奈  (3) 西部   9m16

岸川　桃子  (3) 豆酘   9m18

    80mH 糸瀬萌菜花  (2) 佐須奈 14.2 松村　優香  (1) 豊玉 15.1 平間彩弥乃  (2) 久田 15.2 齊藤　遥香  (2) 浅海 15.4 白石　萌夏  (2) 鶏知 15.4 佐々木裕葉  (2) 久田 16.1

4×100mR 槙野麻菜美  (2) 比田勝 56.9 中島　智佳  (2) 豊玉 58.5 白石　萌夏  (2) 鶏知 59.0 糸瀬　有沙  (2) 仁田 59.5 佐藤　希紀  (2) 大船越 59.8 扇　　瑞希  (2) 西部 60.0

島谷稚菜美  (1) 松村　優香  (1) 阿比留夢華  (1) 中村　　圭  (1) 黒川　　桜  (1) 野本　梨沙  (1)

山原　理七  (1) 巻澤　史佳  (1) 古藤　寧々  (1) 丸島　瑠華  (1) 井　　琴美  (1) 橋本　真生  (1)

網代　彩花  (2) 早田　朱夏  (2) 宮原　彩乃  (2) 港　　碧巴  (2) 瀨川　菜月  (2) 山﨑　百華  (2)

備考　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

１位 ６位
女子総合得点

低
学
年

２位 ３位 ４位 ５位

通

豊玉中 85 点 比田勝中 57 点 佐須中 43.5 点 鶏知中 40.5 点 仁田中 36 点 久田中 32 点
女子総合得点



学校対校得点一覧表

11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42 51 52 53 62

厳原 久田 豆酘 佐須 鶏知 大船越 浅海 今里 豊玉 西部 東部 仁田 佐須奈 佐護 比田勝

男 １年 100m 4 5 3 6 1 2

１年 1500m 5 2 6 8

１年 4×100m 4 6 2 5 1 3

２年 100m 7 6 4 1 3

２年 1500m 2 5 4 10

２年 4×100m 5 6 4 2 3 1

３年 100m 11 4 3 1 2

３年 1500m 7 2 6 6

共通 200m 11 4 1 5

共通 400m 3 11 1 4 2

共通 800m 7 5 1 2 6

共通 3000m 6 2 7 6

共通 110mH 8 2 10 1

共通 4×100m 2 6 4 3 1 5

共通 走高跳 8.5 6 2.5 4

共通 棒高跳 3 1.5 6.5 10

共通 走幅跳 3 5 2 7 4

共通 三段跳 5 2 5 6 3

共通 砲丸投 2 9 4 1 5

低学年 100mH 9 2 5 5

低学年 4×100m 6 3 5 4 2 1

計 48.5 118 8.5 20.5 50 25 0 0 78.5 37 7 29 12 0 7

順位 4 1 10 8 3 7 2 5 11 6 9 11

性

別 種別 種目



学校対校得点一覧表

11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42 51 52 53 62

厳原 久田 豆酘 佐須 鶏知 大船越 浅海 今里 豊玉 西部 東部 仁田 佐須奈 佐護 比田勝

性

別 種別 種目

女 １年 100m 4 1 2 3 11

１年 800m 5 5 10 1

１年 4×100m 5 2 6 3 1 4

２年 100m 5 2 4 1 3 6

２年 800m 1 2 9 9

２年 4×100m 6 2 3 1 5 4

３年 100m 11 5 2 3

３年 800m 1 6 4 7 3

共通 200m 4 9 2 6

共通 1500m 3 6 4 8

共通 100mH 1 3 2 5 4 6

共通 4×100m 3 5 6 2 1 4

共通 走高跳 7 3 6 0.5 0.5 4

共通 走幅跳 2 6 4 1 5 3

共通 砲丸投 2.5 7.5 10 1

低学年 80mH 5 2 3 5 6

低学年 4×100m 4 2 5 1 3 6

計 27 32 4.5 43.5 40.5 11.5 4 0 85 4 0 36 11 1 57

順位 7 6 10 3 4 8 11 1 11 5 9 13 2

男女計 75.5 150 13 64 90.5 36.5 4 0 163.5 41 7 65 23 1 64

順位 4 2 11 6 3 9 13 1 8 12 5 10 14 6


