
令和元年度　第40回対馬ジュニア陸上競技選手権大会 2019年10月27日(日)
決勝一覧表

峰運動公園陸上競技場

区　分 種　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

男子Ａ ３０００ｍ 古谷　大翔  9:35.0 大山　桜太  9:58.1 山本　慎太郎 10:06.6 武末　健吾 10:27.6
豊玉 浅海 東部 比田勝

男子Ｃ４年生 １００ｍ 小宮　涼太 15.3 山川　瑛輔 15.6 杉本　真昊 15.8 吉原　歩夢 15.8
仁田 +0.9 大船越陸ク 0.0  +0.9 久田 0.0 厳原北 0.0 

永尾　純士 15.6
豆酘TAC +0.9

立花　海斗 15.6
LTC対馬 +0.9

男子Ｃ５年生 １００ｍ 犬束　颯志 14.4 渕上　琥鉄 14.7 齊藤　巧夢 14.7 阿比留聡真 14.9 北倉　琉星 15.0 俵　　匠生 15.0
美津島北部 +0.3 西 +0.3 美津島北部 +0.3 鶏鳴 -0.2 仁田 +0.3 LTC対馬 +0.3 

男子Ｃ６年生 １００ｍ 勝見　斗眞 12.8 小島　徠斗 13.2 前田　光舜 13.7 縫田　脩貴 13.8 原　　煌牙 13.9 吉村　羚音 14.2
鶏鳴 +0.7 EGR 大船越陸ク +0.7 豊玉 +0.7 大船越陸ク +0.7 鶏鳴 +0.7 鶏鳴 +0.4 

男子Ｃ４年生 １０００ｍ 安田　歩生  3:23.2 山川　瑛輔  3:23.4 惣島　　遼  3:27.8 酒井　　良  3:30.5 杉本　真昊  3:38.0 國分　僚汰朗  3:41.3
豊玉 NGR 大船越陸ク NGR 久田 鶏鳴 久田 鶏鳴

男子Ｃ５年生 １０００ｍ 俵　　匠生  3:19.1 中尾　逢叶  3:25.9 阿比留聡真  3:27.1 永留総一郎  3:33.8 山上虎太郎  3:37.1 堀川　蒼真  3:38.5
LTC対馬 厳原北 鶏鳴 久田 久田 厳原

男子Ｃ６年生 １０００ｍ 黒岩蘭太朗  3:08.5 前田　光舜  3:09.9 縫田　脩貴  3:13.0 吉村　羚音  3:22.5 原田　康誠  3:26.5 吉野　将麿  3:27.4
鶏鳴 豊玉 大船越陸ク 鶏鳴 乙宮 大船越陸ク

男子Ｃ 走幅跳 小島　徠斗   4m62 原　　煌牙   4m20 北倉　琉星   3m87 小宮　颯真   3m79 横田　海暉   3m76 細川　　翔   3m75
大船越陸ク 鶏鳴 仁田 仁田 厳原北 久田

男子Ｃ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 勝本　陽向  57m55 阿比留陽矢  48m37 宮本　昊汰  47m69 小宮　琉斗  47m26 黒岩　大翔  44m67 鳥羽　瞳秀  44m41
厳原北 NPE NGR 豊玉 東 仁田 厳原 久田

男子Ｃ ４×１００ｍ 鶏鳴A 54.7 大船越陸ク 56.3 美津島北部A 59.4 豊玉  1:01.8 厳原北A  1:02.0 東  1:02.3
  原　　煌牙 NGR   縫田　脩貴   犬束　颯志   西山　桜雅   亀澤　水都   川迫大久朗
  吉村　羚音   井　　悠佑   松山　弘毅   安田　歩生   坂田　聖那   長瀨　大翔
  黒岩蘭太朗   吉野　将麿   齊藤　巧夢   永留　　大   勝本　陽向   長野　蓮志
  勝見　斗眞   小島　徠斗   須川　莉暉   前田　光舜   横田　海暉   宮本　昊汰

女子Ｃ４年生 １００ｍ 川﨑　聖奈 15.2 藤　　らら 15.7 吉村　美空 15.8 畑島　　百 15.9 丸島　瑠姫 16.0 小崎　心晴 16.3
大船越陸ク +0.3 LTC対馬 +0.3 鶏鳴 +0.3 LTC対馬 +0.3 仁田 +0.3 佐須奈 +0.3 

女子Ｃ５年生 １００ｍ 山本　果朋 14.2 俵　　美空 14.8 阿比留未結 14.8 勝見　杏莉 15.1 神宮愛香里 15.3 小田　心音 15.4
佐須奈 +2.9 美津島北部 +2.9 LTC対馬 +2.9 鶏鳴 +2.9 佐須奈 +2.9 美津島北部 +2.9 

女子Ｃ６年生 １００ｍ 熊本　珠希 14.5 阿比留　凌 14.6 中尾　優花 14.6 藤　優衣帆 14.8 原田　咲彩 15.0 佐伯　愛莉 15.2
久田 0.0 佐須奈 0.0 久田 0.0 LTC対馬 0.0 西 0.0 厳原北 +0.9 

女子Ｃ４年生 ８００ｍ 藤　　らら  2:48.5 小崎　心晴  2:52.4 畑島　　百  2:52.7 原　　叶恋  2:53.7 多田　宇那  2:59.5 内山こゆき  3:00.8
LTC対馬 佐須奈 LTC対馬 鶏鳴 西 佐須奈

女子Ｃ５年生 ８００ｍ 山本　果朋  2:40.2 寺田　千愛  2:41.0 神宮愛香里  2:46.7 住屋ひかり  2:49.2 田口　萌果  2:50.0 安田　瑛乃  2:50.7
佐須奈 鶏鳴 佐須奈 佐須奈 大船越陸ク 厳原

女子Ｃ６年生 ８００ｍ 中尾　優花  2:34.3 藤　優衣帆  2:35.5 田中ひより  2:36.9 原田　悠生  2:40.2 小宮　　碧  2:41.8 髙石　依蓮  2:44.1
久田 LTC対馬 鶏鳴 比田勝 豊玉 サナーズ

女子Ｃ 走幅跳 岸川　　杏   3m90 熊本　珠希   3m77 阿比留　凌   3m64 東　　海華   3m53 黒岩美桜里   3m51 立花　来和   3m44
豆酘TAC 久田 佐須奈 厳原 大船越陸ク 厳原

女子Ｃ ４×１００ｍ 佐須奈 59.8 久田A  1:00.2 LTC対馬A  1:00.9 鶏鳴A  1:01.2 西  1:02.2 厳原A  1:03.1
  阿比留　凌   西　　紅音   藤　　らら   小島　恋粋   武本　琴奈   双須　美波
  住屋ひかり   中尾　優花   阿比留未結   犬束　聖瑞   多田　宇那   平尾　小雪
  内山　杏美   岸川　夢羽   畑島　　百   田中ひより   須川　咲希   播磨　佑奈
  山本　果朋   熊本　珠希   藤　優衣帆   國分ののは   原田　咲彩   東　　海華

女子Ｃ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 双須　美波  39m28 原田　紗羽  39m03 阿比留　萌  37m84 須川　咲希  36m35 西本　美夢  32m15 作元　　葵  28m11
厳原 厳原 西 西 厳原 小綱

凡例（NPE:県小学新記録/ NGR:大会新記録/ EGR:大会ﾀｲ記録）


