
令和２年度　第４１回対馬ジュニア陸上競技選手権大会 令和2年10月25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

下岸　隼士 11.7 阿比留琉偉 12.4 相庭　涼太 13.0 槙野　蒼太 13.7 村瀬　聡汰 14.7

比田勝中 +1.0 大船越中 +1.0 東部中 +1.0 雞知中 +1.0 東部中 +1.0 

東　　秀叡  9:17.0 島居　優成  9:49.1 一宮　礼汰  9:53.6 中村　脩希 10:07.8 武本　侑大 10:32.6 原田　隼杜 10:34.0

厳原中 西部中 東部中 西部中 西部中 東部中

小島　徠斗 12.7 縫田　脩貴 13.6 宮本　昊汰 14.4 平松　大地 14.5

大船越中 +0.5 大船越中 +0.5 東部中 +0.5 雞知中 +0.5 

縫田　脩貴  4:43.1 小島　徠斗  4:49.4 吉野　将磨  5:01.7 一宮　　聖  5:55.7 一宮　　響  6:03.7

大船越中 大船越中 大船越中 東部中 東部中

阿比留琉偉 4m94 相庭　涼太 4m93

大船越中   0.0 東部中   0.0 

原田虎太朗   8m37 宮本　昊汰   7m42

東部中 東部中

岡村　悠透 14.8 早田　賢伸 15.0 花屋　暖翔 15.3 山本　瑞己 15.4 山川　　翔 15.6 河本　太陽 15.7

厳原小 -0.1 厳原小 +2.0 厳原北 +1.7 比田勝小 -0.1 東小 -0.1 久田小 +2.0 

安田　歩生 14.4 小谷　　望 14.5 川迫多久朗 14.8 阿比留大和 14.9 吉原　歩夢 15.0

豊玉小 +0.3 東小 +0.3 東小 -0.1 西小 +0.3 厳原北 +1.3 

惣島　　遼 15.0

久田小 -0.9

立花　海斗 15.0

LTC対馬 -0.1

楠原　厚平 13.2 齊藤　巧夢 13.4 犬束　颯志 13.5 細川　　翔 13.9 庄司　旬汰 14.0 俵　　匠生 14.2

LTC対馬 +1.9 北部小 +1.9 北部小 +1.9 久田小 +0.2 久田小 +0.2 LTC対馬 +1.9 

金丸　　驍  3:27.0 河本　太陽  3:31.4 財前　英司  3:31.7 庄司　煌翔  3:31.9 俵　　充輝  3:45.6 早田　賢伸  3:50.4

大船越小 久田小 サナーズ 久田小 LTC対馬 厳原小

安田　歩生  3:08.7 惣島　　遼  3:10.2 杉本　真昊  3:23.2 酒井　　良  3:26.8 阿比留健太  3:34.8 國分僚汰朗  3:37.7

豊玉小 NGR 久田小 NGR 久田小 鶏鳴小 LTC対馬 鶏鳴小

俵　　匠生  3:01.7 庄司　旬汰  3:03.5 川本　悠太  3:13.4 永留総一郎  3:20.9 畑島　良星  3:23.5 阿比留聡真  3:24.7

LTC対馬 久田小 LTC対馬 久田小 LTC対馬 鶏鳴小

楠原　厚平 4m35 細川　　翔 4m27 北倉　琉星 3m97 伯野晴太朗 3m80 小宮　涼太 3m78 立花　海斗 3m67

LTC対馬   0.0 久田小   0.0 仁田小   0.0 鶏鳴小   0.0 仁田小   0.0 LTC対馬   0.0 

阿比留陽矢  54m22 齊藤　巧夢  52m08 横瀬　勇人  46m04 斉藤　昴大  45m30 小宮　琉斗  45m10 近藤　壮真  44m89

豊玉小 北部小 豊玉小 久田小 仁田小 LTC対馬
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令和２年度　第４１回対馬ジュニア陸上競技選手権大会 令和2年10月25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

阿比留千尋 14.5 吉野　涼菜 14.7 黒岩　芭菜 15.0 犬束　美友 15.6

西部中 +1.6 大船越中 +1.6 大船越中 +1.6 大船越中 +1.6 

一円菜々美  5:12.7 吉野　涼菜  5:25.0 縫田　侑奈  5:28.7 黒岩　愛加  5:45.3 黒岩　芭菜  6:10.5 國分日菜乃  6:18.9

大船越中 大船越中 大船越中 大船越中 大船越中 西部中

阿比留　萌 14.2 東　　海華 14.9

西部中 +1.2 厳原中 +1.2 

小宮　　碧  2:37.9 井上　真奈  2:39.4 黒岩美桜里  2:39.7 寺岡　涼奈  2:40.4 武本　琴奈  2:43.2 原田　悠生  2:49.4

豊玉中 豊玉中 大船越中 豊玉中 西部中 比田勝中

東　　海華 4m26 岸川　　杏 4m03 犬束　美友 3m56

厳原中   0.0 豆酘中   0.0 大船越中   0.0 

平間　心晴 15.8 須川　みお 16.0 江嶋　萌々 16.1 田中　穂望 16.4 諫山　莉子 16.4 池田　愛唯 16.5

豊玉小 +1.2 仁田小 +1.2 鶏鳴小 -1.3 鶏鳴小 +1.2 厳原小 +1.2 サナーズ +1.2 

川﨑　聖奈 14.7 藤　　らら 14.8 畑島　　百 14.9 當麻　　心 15.0 吉村　美空 15.1 橘　　颯亜 15.2

大船越小 +1.5 LTC対馬 +1.5 LTC対馬 +1.5 鶏鳴小 +1.5 鶏鳴小 +1.5 久田小 +1.6 

石山　ゆず 15.2

比田勝小 +1.5

丸島　瑠姫 15.2

仁田小 +1.5

山本　果朋 13.6 阿比留絵美 14.1 阿比留未結 14.3 俵　　美空 14.5 庄司　真彩 14.7 勝見　杏莉 14.8

佐須奈小 +2.3 LTC対馬 +2.3 LTC対馬 +2.3 北部小 +2.3 LTC対馬 +2.3 鶏鳴小 +2.3 

須川　みお  2:44.9 中尾　百花  2:46.4 江嶋　萌々  2:56.9 杉原　星七  2:58.3 平間　心晴  2:59.1 田中　穂望  3:01.2

仁田小 NGR 久田小 GR 鶏鳴小 久田小 豊玉小 鶏鳴小

藤　　らら  2:37.3 小崎　心晴  2:43.2 小島　りく  2:54.5 内山こゆき  2:56.9 多田　宇那  2:58.9 宮本　真有  2:59.5

LTC対馬 佐須奈小 久田小 佐須奈小 西小 東小

山本　果朋  2:37.2 寺田　千愛  2:37.5 阿比留未結  2:37.9 安田　瑛乃  2:47.6 庄司　莉愛  2:51.5 山下　櫻華  2:51.6

佐須奈小 鶏鳴小 LTC対馬 厳原小 久田小 久田小

阿比留絵美 4m08 小田　心音 3m71 宮本　紗英 3m68 畑島　　百 3m61 丸島　瑠姫 3m57 川﨑　聖奈 3m41

LTC対馬   0.0 北部小   0.0 東小   0.0 LTC対馬   0.0 仁田小   0.0 大船越小   0.0 

須川　咲希  40m27 原　　叶恋  38m67 寺崎　早智  37m00 築城ひかり  33m77 勝見　杏莉  32m54 犬束　実優  31m38

西小 鶏鳴小 鶏鳴小 乙宮小 鶏鳴小 鶏鳴小
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