
第３５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26年 11月9日(日) 主催：対馬ライオンズクラブ・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

山田　爽太 久田小 15.3 古賀　蒼空 鶏鳴小 15.4 松本　蒼和 厳原小 15.6 日髙　将仁 鶏鳴小 15.7 寺崎　優太 鶏鳴小 16.0

脇本　大輝 佐須奈小 16.0

早崎　宇宙 厳原小 16.0

久和　斗哉 久田小 14.9 藤田　　快 鶏鳴小 15.0 島田　悠将 乙宮小 15.0 久和丈一郎 大船越 15.1 松村　泰聖 西小 15.2

平間　慈人 久田小 15.2

岩見　将成 鶏鳴小 13.5 早田　晴喜 佐須奈小 14.3 神宮　涼太 鶏鳴小 14.4 印束　颯太 北部小 14.6

中島　晴飛 厳原小 14.4

小松　　蓮 久田小 14.4

Ｂ    100m 阿比留史哉 佐須奈中 13.0 扇　　飛龍 比田勝中 13.2 小田　郁也 比田勝中 13.4 小島　翔渉 鶏知中 14.0 川原　吹樹 厳原中 14.2 犬束　俊介 鶏知中 14.9

Ａ    100m 河本　啓吾 久田中 11.7 阿比留惇也 久田中 12.5 早田　楓真 厳原中 12.6 内田　　翔 久田中 12.6 山根　寛人 久田中 12.7 犬束　伊理 豊玉中 12.8

Ｃ 4年1000m 寺崎　優太 鶏鳴小  3:31.8 梅野　雄大 鶏鳴小  3:32.4 日髙　将仁 鶏鳴小  3:34.3 大山　桜太 北部小  3:36.3 脇本　大輝 佐須奈小  3:38.2 石丸　功典 比田勝小  3:38.8

Ｃ 5年1000m 福井　裕之 厳原小  3:21.3 島田　憲伸 北部小  3:23.1 小宮　尚栄 比田勝小  3:30.0 久和丈一郎 大船越  3:30.9 築城　盛敬 乙宮小  3:31.3 島田　悠将 乙宮小  3:31.7

Ｃ 6年1000m 岩見　将成 鶏鳴小  3:09.5 神宮　涼太 鶏鳴小  3:13.1 廣瀬　雄太 久田小  3:15.7 平川　遥登 比田勝小  3:16.1 細井　大介 比田勝小  3:21.1 永尾　和輝 豆酘TAC  3:21.7

Ｂ   1500m 中村　陸人 西部中  4:52.7 国分剣太郎 久田中  4:55.8 寺崎　純平 鶏知中  4:56.2 小島　優作 比田勝中  4:59.2 舎利倉圭太 久田中  5:05.5 橘　　真我 厳原中  5:13.3

Ａ   3000m 築城　桂助 豊玉中  9:34.5 島田　享弥 豊玉中  9:37.8 日髙　健仁 鶏知中  9:42.5 原田　育弥 豊玉中  9:48.0 島居陽雄馬 佐須奈中  9:48.2 小松　圭太 厳原中  9:58.1

Ｃ 4×100mR 宮本　修弥 鶏鳴小A 57.6 渡邊　健介 厳原小D 59.5 園部　瞳斗 北部小A  1:00.2 早田　晴喜 佐須奈A  1:00.3 松井　心助 豊玉小  1:00.4 穂山　晃大 比田勝A  1:00.7

日髙　　朗 栗田　　一 島雄　太陽 脇本　大輝 木村　拳心 大浦　郁月

神宮　涼太 阿比留隆太 印束　颯太 須川　大雅 阿比留海翔 平川　遥登

岩見　将成 中島　晴飛 扇　　龍成 原田健太郎 阿比留大樹 畑島　良亮

AB 4×100mR 河本　啓吾 久田中 48.5 早田　楓真 厳原中 50.2 阿比留史哉 佐須奈中 55.9

山根　寛人 島﨑　竣也 小宮　幸生

松村　晃紀 村瀬　真琴 宮原　功成

内田　　翔 岡山　大輝 島居陽雄馬

AB 走高跳 村瀬　真琴 厳原中 1m55 松村　晃紀 久田中 1m50 加藤　　翔 久田中 1m40

Ｃ 走幅跳 西山　旺輝 厳原北小   4m10 藤田　　快 鶏鳴小   3m96 日髙　文矢 東小   3m93 原田　龍真 厳原北小   3m88 花村　海翔 佐須奈小   3m76 日髙　　朗 鶏鳴小   3m75

AB 走幅跳 村瀬　真琴 厳原中   5m47 松村　晃紀 久田中   5m31 扇　　飛龍 比田勝中   5m30 岡山　大輝 厳原中   5m23 阿比留惇也 久田中   5m22 島﨑　竣也 厳原中   5m07

AB 砲丸投 早田　楓真 厳原中  12m46 三好　空依 久田中   9m27 鎌田　　剛 久田中   8m66 渋谷　　卓 豊玉中   7m93 宮原　功成 佐須奈中   6m60 小島　翔渉 鶏知中   5m74

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 阿比留隆太 厳原小  62m43 平間　晶大 乙宮小  55m43 野村　和宏 東小  54m65 浦瀬　　響 大船越  53m65 中庭　永勝 鶏鳴小  52m85 豊後　拓也 厳原小  50m53

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

区
分

１位 ６位５位４位３位２位

4年100mＣ

5年100mＣ

6年100mＣ



第３５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26年 11月9日(日) 主催：対馬ライオンズクラブ・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

田中　優良 東小 15.9 阿比留　環 豊玉小 16.8 林　　凜和 比田勝小 17.0 川上　飛鳥 久田小 17.1 小林　　凜 厳原小 17.2

日髙　愛衣 鶏鳴小 16.8 居村　祐佳 豊玉小 17.2

Ｃ 5年100m 黒岩　咲良 大船越 15.3 平山　璃希 豊玉小 15.4 糸瀬　華花 仁田小 15.7 一宮　真由 比田勝小 15.8 内山　　雅 鶏鳴小 15.9 権藤　結奈 厳原北小 16.1

山岡　真夢 比田勝小 14.5 仁位　　碧 大船越 14.6 井手　真彩 厳原北小 15.1 山下　　華 比田勝小 15.2 横山　　彩 サナーズ 15.2 西山　梨奈 大船越 15.3

本間　千尋 鶏鳴小 15.3

田中　　爽 久田小 15.3

八坂樹里愛 東小 15.3

Ｂ    100m 宮原　瑠加 比田勝中 14.4 春日亀佑衣 佐須奈中 14.8 東川　莉於 佐須奈中 16.0 齊藤　美優 厳原中 16.1 立花　美優 厳原中 16.2 平山　紗帆 佐須奈中 16.3

一宮　七海 比田勝中 14.1 阿比留　葵 豊玉中 14.3 横松　　和 厳原中 14.6 扇　　玲奈 比田勝中 14.7 梅野　　葵 厳原中 15.3

犬束　沙羽 鶏知中 15.3

土井　綾乃 久田中 15.3

Ｃ 4年800m 佐名　来瞳 サナーズ ◎2:46.9 居村　祐佳 豊玉小 ◎2:47.4 永井　日和 鶏鳴小  2:48.1 日髙　愛衣 鶏鳴小  2:50.9 林　　凜和 比田勝小  2:57.0 宮原　風鈴 サナーズ  2:58.1

Ｃ 5年800m 黒岩　咲良 大船越  2:46.4 糸瀬　華花 仁田小  2:47.9 井上　七海 久田小  2:50.8 梅野奈留美 厳原北小  2:52.1 阿比留莉胡 鶏鳴小  2:52.3 大石　真滉 仁田小  2:52.5

Ｃ 6年800m 横山　　彩 サナーズ  2:36.9 糸瀬　千愛 仁田小  2:39.9 古谷　怜奈 豊玉小  2:40.5 阿比留萌愛 鶏鳴小  2:40.7 中尾　晴香 鶏鳴小  2:41.1 河本　琳子 久田小  2:43.2

Ｂ    800m 築城　智恵 豊玉中  2:33.8 佐伯　苑実 豊玉中  2:36.7 武本　倖奈 西部中  2:39.0 河原　沙月 豊玉中  2:43.1 阿比留実咲 西部中  2:43.6 阿部真莉愛 佐須奈中  2:44.7

Ａ   1500m 佐伯　柚鳳 豊玉中 ◎4:57.2 小宮　玲奈 佐須奈中  5:12.5 須川　美月 西部中  5:12.7 阿比留　葵 豊玉中  5:22.8 沖中千恵実 豊玉中  5:29.1 鳥羽　美咲 鶏知中  5:33.1

Ｃ 4×100mR 山下　　華 比田勝小 59.9 川上玖瑠美 大船越A  1:00.5 阿比留憂来 厳原北A  1:01.1 本間　千尋 鶏鳴小A  1:01.6 田中　　爽 久田小A  1:01.6 坂本　青空 厳原小B  1:01.9

東　　亜美 川﨑　亜美 白倉　愛海 中田　呼夏 (４位) 河本　琳子 (４位) 溝江　乃愛

一宮　真由 仁位　　碧 川内　心乃 川本菜々美 森川三桜奈 糸瀬　芽吹

山岡　真夢 西山　梨奈 井手　真彩 原田　陽向 久和ひなた 豊後　佑奈

AB 4×100mR 宮原　瑠加 比田勝中 57.3 中嶋　美和 豊玉中 59.0 中島　美咲 久田中 59.7 水本　　彩 厳原中  1:01.9 東川　莉於 佐須奈中  1:02.6

網代　理佐 中島　由佳 土井　綾乃 早田茉那美 阿部真莉愛

扇　　玲奈 中路　侑花 桐谷穂乃香 梅野　　葵 春日亀佑衣

一宮　七海 古本　優香 舎利倉朱真 松島　朋代 岩見真衣子

AB 走高跳 横松　　和 厳原中 1m35 宮原　瑠加 比田勝中 1m30 松村　乙香 久田中 1m25 宮原　理子 久田中 1m15 古藤　裕香 鶏知中 1m15

Ｃ 走幅跳 井手　真彩 厳原北小   4m01 川内　心乃 厳原北小   3m86 山下　　華 比田勝小   3m79 坂本　青空 厳原小   3m74 松本　愛奈 豆酘TAC   3m72 八坂樹里愛 東小   3m66

AB 走幅跳 中嶋　美和 豊玉中   4m31 松村　乙香 久田中   4m01 中島　由佳 豊玉中   3m82 犬束　沙羽 鶏知中   3m74 梅野　　葵 厳原中   3m69 立花　美優 厳原中   3m63

AB 砲丸投 渋谷亜矢那 豊玉中  10m32 井　　夏海 豊玉中  10m17 平山　紗帆 佐須奈中   6m24 白石　夏奈 佐須奈中   5m80 持田　稀美 厳原中   5m50

國分　未佑 西小  45m60 小島　りら 西小  44m25 小島あかり 東小  40m86 阿比留憂来 厳原北小  40m63 豊田綾愛里 仁田小  40m55

豊後　佑奈 厳原小  45m60

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

区
分
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