
第３４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25年10月20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

Ｃ 4年100m 髙雄　透二 厳原北小 15.9 横瀬　将弘 鶏鳴陸上 16.4 藤田　　快 鶏鳴陸上 16.6 新垣　　蓮 サナーズ 16.8

島田　憲伸 美北部 16.4

島田　悠将 乙宮小 16.4

Ｃ 5年100m 岩見　将成 鶏鳴陸上 14.7 宮本　修弥 鶏鳴陸上 15.0 畑島　良亮 比田勝小 15.4 西山　旺輝 厳原北小 15.4 日髙　文也 東小 15.9 小松　　蓮 久田小 15.9

Ｃ 6年100m 吉田　惇　 久田小 13.8 川原　吹樹 厳原小 13.9 横松　大輝 大調SC 14.0 糸瀬　柊人 仁田小 14.1

扇　　飛龍 比田勝小 14.1

大久保圭太郎 豊玉小 14.1

Ｂ    100m 手束　博徳 佐須中 13.5 平山　太一 西部中 13.9 木屋　裕貴 佐須中 14.0 山田　大晴 豆酘中 14.3 上原　大空 久田中 14.5

小田　啓由 豆酘中 14.5

三山　　令 佐須中 14.5

Ａ    100m 久和　海斗 久田中 12.1 財部　利希 比田勝中 12.2 阿比留拓朗 豆酘中 12.3 阿比留惇也 久田中 12.4 内田　　翔 久田中 13.1 国分　佑弥 豊玉中 13.4

Ｃ 4年1000m 島田　憲伸 美北部  3:31.0 網本　佳悟 東小  3:35.4 新垣　　蓮 サナーズ  3:36.9 横瀬　将弘 鶏鳴陸上  3:39.4 角田　柊悟 比田勝小  3:43.2 島田　悠将 乙宮小  3:45.5

Ｃ 5年1000m 岩見　将成 鶏鳴陸上  3:22.3 畑島　良亮 比田勝小  3:23.9 平川　遥登 比田勝小  3:27.6 細井　大介 比田勝小  3:29.8 印束　颯太 美北部  3:34.6 永尾　和輝 豆酘ＴＡＣ  3:39.2

Ｃ 6年1000m 斉藤　暖人 金田小 ◎3:02.1 小松　弘毅 厳原小  3:08.2 大久保圭太郎 豊玉小  3:10.6 村瀬　紘祐 大船越小  3:15.4 横瀬　大樹 鶏鳴陸上  3:15.7 黒岩　正汰 鶏鳴陸上  3:18.0

Ｂ   1500m 日髙　健仁 鶏知中  4:32.8 手束　歩武 佐須中  4:51.1 中島　響介 豆酘中  4:57.2 島居陽雄馬 佐須奈中  5:00.0 池田　祐輝 厳原中  5:01.1 川上　皓誠 鶏知中  5:03.0

Ａ   3000m 小島　一輝 大船越中  9:31.7 田邊　　俊 厳原中  9:35.6 小松　圭太 厳原中  9:52.8 萩原　　憂 鶏知中  9:54.5 森山　　灯 厳原中 10:22.0 阿比留　遼 厳原中 10:23.9

Ｃ 4×100mR 浦　　駿介 鶏鳴陸A 58.1 小松　弘毅 厳原小A 59.2 幾度　拓哉 金田小 59.3 糸瀬　太哉 仁田小 1:00.5 栗屋　大星 厳原北A 1:01.0 弟子丸　颯太 鶏鳴陸B 1:01.3

高司未来斗 中島　光明 桐谷　奎伍 西山　虎正 西山　旺輝 小島　翔渉

寺崎　純平 中島康二朗 木屋　智尋 春田　飛龍 庄司　啓人 日高　　朗

横瀬　大樹 川原　吹樹 斉藤　暖人 糸瀬　柊人 古瀬　雄大 宮本　修弥

AB 4×100mR 河本　啓吾 久田中 49.9 岡﨑　太郎 佐須奈中 55.4 本石　澪人 豆酘中Ａ 55.7 山田　大晴 豆酘中Ｂ 58.1

加藤　　翔 佐護　将己 松本健太郎 永尾　俊樹

阿比留惇也 浦　　瑠太 永尾　豪志 中島　響介

内田　　翔 平山　雄貴 阿比留拓朗 小田　啓由

AB 走高跳 松村　晃紀 久田中 1m50 浦　　瑠太 佐須奈中 1m40 本石　澪人 豆酘中 1m40

阿比留拓朗 豆酘中 1m40

Ｃ 走幅跳 扇　　飛龍 比田勝小   4m63 横松　大輝 大調SC   4m03 横瀬　大樹 鶏鳴陸上   4m02 中島　光明 厳原小   4m02 松村　　生 対馬中西   3m98 平山　竜馬 美北部   3m90

AB 走幅跳 久和　海斗 久田中   5m52 阿比留惇也 久田中   5m15 岡﨑　太郎 佐須奈中   4m92 一宮　荘太 佐須中   4m78 松村　晃紀 久田中   4m66 加藤　　翔 久田中   4m66

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 川原　吹樹 厳原小  63m10 春田　飛龍 仁田小  57m17 中島　光明 厳原小  54m83 桐谷　拓実 厳原小  51m70 高司未来斗 鶏鳴陸上  50m76 平間　晶大 乙宮小  48m31

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

６位区
分
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