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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 厳 原 ８０ 豊 玉 ７４ 

準優勝 豊 玉 ７７ 比田勝 ６１．５ 

３ 位 雞 知 ６５ 雞 知 ５６ 

４ 位 久 田 ５９ 厳 原 ３７ 

５ 位 西 部 ４４ 久 田 ３５ 

６ 位 佐 須 ３９．５ 仁 田 ２５．５ 

   ※同点の場合は上位入賞者が多い学校を上位とする。（１位の数により決定） 

 

 



平成25年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 男子
平成25年 6月9日(日)～10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 渕上　裕紀  (1) 東部 12.9 谷本　　彪  (1) 佐須 13.3 犬束　伊理  (1) 豊玉 13.4 山本　智輝  (1) 久田 13.6 手束　博徳  (1) 佐須 13.7 西山　蒼嗣  (1) 鶏知 13.9

  1500m 日高　健仁  (1) 鶏知  4:41.5 原　　拓海  (1) 比田勝  4:43.8 扇　　育    (1) 西部  4:53.6 手束　歩武  (1) 佐須  4:57.9 國分　　丈  (1) 西部  4:59.3 原田　育弥  (1) 豊玉  5:01.9

4×100mR 阿比留友弘  (1) 豊玉 54.5 川口　卓人  (1) 鶏知 55.7 原谷　七斗  (1) 西部 57.2 谷本　　彪  (1) 佐須 57.6 梅野　圭悟  (1) 厳原 57.7 山田　大晴  (1) 豆酘 57.8

原田　育弥  (1) 西山　蒼嗣  (1) 小島　世楽  (1) 初村　　健  (1) 池田　祐輝  (1) 永尾　俊樹  (1)

田中　隆太  (1) 村瀬　壮希  (1) 國分　　丈  (1) 一宮　荘太  (1) 糸瀬　賢吾  (1) 中島　響介  (1)

犬束　伊理  (1) 日高　健仁  (1) 平山　太一  (1) 手束　博徳  (1) 本石　理玖  (1) 小田　啓由  (1)

   100m 河本　啓吾  (2) 久田 12.4 阿比留惇也  (2) 久田 12.7 神宮　　章  (2) 佐須 12.7 原田　龍誠  (2) 豊玉 12.9 阿比留魁士  (2) 厳原 13.1 早田　楓真  (2) 厳原 13.2

  1500m 永留　瑞樹  (2) 西部  4:28.6 早田幸太郎  (2) 西部  4:36.3 巻澤　海斗  (2) 豊玉  4:37.1 満井　貴弘  (2) 鶏知  4:41.4 島田　享弥  (2) 豊玉  4:41.6 江口　太基  (2) 鶏知  4:46.0

4×100mR 加藤　　翔  (2) 久田 51.0 中村　嶺志  (2) 西部 52.0 早田　楓真  (2) 厳原 52.0 中島　泰志  (2) 豊玉 52.7 安藤　雅大  (2) 佐須 54.1 小田　　凌  (2) 鶏知 54.4

阿比留惇也  (2) 油野　航大  (2) 糸瀬　雄哉  (2) 村瀨　駿太  (2) 稲留　　耀  (2) 江口　太基  (2)

内田　　翔  (2) 須川　慶弥  (2) 岡山　大輝  (2) 島田　享弥  (2) 財部　　凌  (2) 吉野　友基  (2)

河本　啓吾  (2) 早田幸太郎  (2) 阿比留魁士  (2) 原田　龍誠  (2) 神宮　　章  (2) 満井　貴弘  (2)

   100m 久和　海斗  (3) 久田 12.1 上野　健太  (3) 厳原 12.1 阿比留拓朗  (3) 豆酘 12.2 財部　利希  (3) 比田勝 12.2 田中　俊平  (3) 佐須 12.5 阿比留主樹  (3) 久田 12.6

  1500m 小松　雄斗  (3) 厳原  4:26.2 阿比留　魁  (3) 豊玉  4:26.7 田口　甲斐  (3) 鶏知  4:27.0 田邊　　俊  (3) 厳原  4:34.9 萩原　　憂  (3) 鶏知  4:37.5 小宮　大輝  (3) 佐須奈  4:38.7

   200m 阿比留啓至  (3) 厳原 24.8 河本　啓吾  (2) 久田 25.7 山下　　響  (3) 久田 25.9 阿比留涼介  (3) 鶏知 26.0 神宮　　章  (2) 佐須 30.2

   400m 山下　　響  (3) 久田 57.8 三山　勇輝  (3) 佐須 59.0 太田　　縁  (3) 久田 59.2 国分　佑弥  (3) 豊玉 61.2 吉村　颯真  (3) 厳原 61.8 坂本　將眞  (3) 東部 61.9

   800m 白石　翔樹  (3) 仁田  2:11.9 梅野　真平  (3) 豊玉  2:14.3 白石　曉飛  (3) 仁田  2:15.2 田邊　　俊  (3) 厳原  2:16.0 島田　享弥  (2) 豊玉  2:16.7 西山　千尋  (3) 佐須  2:17.1

  3000m 田口　甲斐  (3) 鶏知  9:25.2 永留　瑞樹  (2) 西部  9:25.3 阿比留　魁  (3) 豊玉  9:29.3 小松　雄斗  (3) 厳原  9:43.7 萩原　　憂  (3) 鶏知  9:58.8 巻澤　海斗  (2) 豊玉 10:00.8

   110mH 久和　海斗  (3) 久田 16.70 阿比留涼介  (3) 鶏知 18.40 平山　大智  (3) 豊玉 18.80 松村　　燎  (3) 鶏知 19.70 永尾　勇人  (3) 比田勝 20.10 山内　梨樹  (3) 佐須奈 21.00

4×100mR 阿比留主樹  (3) 久田 48.7 阿比留啓至  (3) 厳原 49.8 小宮　洋志  (3) 仁田 50.2 小島　快斗  (3) 佐須 50.8 平山　大智  (3) 豊玉 50.8 山元　聖弥  (3) 鶏知 51.2

河本　啓吾  (2) 本石　雄太  (3) 内山　圭悟  (3) 三山　勇輝  (3) 梅野　真平  (3) 阿比留涼介  (3)

山下　　響  (3) 井　　敬亮  (3) 惣島　泰成  (3) 桐谷　翔太  (3) 岩佐　太陽  (3) 髙雄　雅功  (3)

久和　海斗  (3) 上野　健太  (3) 白石　翔樹  (3) 田中　俊平  (3) 惣島　魁斗  (3) 権藤　斗輝  (3)

走高跳 平山　大智  (3) 豊玉 1m55 国分　光一  (3) 厳原 1m55 阿比留拓朗  (3) 豆酘 1m55 中村　駿介  (3) 東部 1m55 一宮　優輝  (2) 鶏知 1m50 稲留　　耀  (2) 佐須 1m45

神宮　丞汰  (3) 鶏知 1m45

棒高跳 岩佐　太陽  (3) 豊玉 2m80 梅野　智輝  (3) 厳原 2m60 黒岩　俊和  (3) 鶏知 2m40 島崎　竣也  (2) 厳原 2m20 村瀨　駿太  (2) 豊玉 2m20 上原　正成  (3) 豆酘 2m20

満井　貴弘  (2) 鶏知 2m20

走幅跳 上野　健太  (3) 厳原   5m31 惣島　魁斗  (3) 豊玉   5m28 小川　智也  (3) 東部   5m09 中村　嶺志  (2) 西部   5m08 田中　俊平  (3) 佐須   5m06 原田　龍誠  (2) 豊玉   5m02

三段跳 阿比留啓至  (3) 厳原  11m60 財部　利希  (3) 比田勝  10m67 村瀬　真琴  (2) 大船越  10m50 髙雄　雅功  (3) 鶏知  10m29 都留　勁時  (3) 鶏知  10m06 小島　智紀  (3) 厳原   9m97

砲丸投 八坂　佑真  (3) 東部  10m24 阿比留正貴  (3) 西部  10m19 末永　久国  (3) 東部   9m40 阿比留隆輔  (3) 厳原   9m36 永尾　豪志  (3) 豆酘   9m10 糸瀬　征将  (3) 佐須奈   8m92

   100mH 一宮　優輝  (2) 鶏知 16.9 岡山　大輝  (2) 厳原 17.0 山下　翔大  (2) 鶏知 17.6 平山　太一  (1) 西部 17.7 中島　泰志  (2) 豊玉 18.1 松村　晃紀  (1) 久田 18.9

4×100mR 中島　泰志  (2) 豊玉 51.7 安藤　雅大  (2) 佐須 52.3 早田　楓真  (2) 厳原 53.4 財部　　凌  (2) 東部 53.8 中村　嶺志  (2) 西部 54.0 平川　魁晟  (2) 比田勝 55.3

原田　育弥  (1) 谷本　　彪  (1) 八坂　来覇  (1) 渕上　裕紀  (1) 國分　　丈  (1) 浦川　理貴  (1)

犬束　伊理  (1) 手束　博徳  (1) 本石　理玖  (1) 小田章太郎  (1) 平山　太一  (1) 原　　拓海  (1)

原田　龍誠  (2) 神宮　　章  (2) 阿比留魁士  (2) 福田　大樹  (2) 須川　慶弥  (2) 板井　拓海  (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

厳原中 80 点 豊玉中 77 点 鶏知中 65 点 久田中 59 点 西部中 44 点 佐須中 39.5点
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平成25年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 女子
平成25年 6月9日(日)～10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　晴菜  (1) 比田勝 13.8 阿比留　葵  (1) 豊玉 14.4 阿比留鈴菜  (1) 鶏知 14.5 一宮　七海  (1) 比田勝 14.6 糸瀬　寧々  (1) 仁田 14.7 佐々木捺美  (1) 佐須 14.8

800m 阿比留　葵  (1) 豊玉  2:30.8 佐伯　柚鳳  (1) 豊玉  2:34.8 川﨑　有梨  (1) 大船越  2:40.3 佐々木捺美  (1) 佐須  2:40.4 須川　美月  (1) 西部  2:43.8 斉藤　唯菜  (1) 仁田  2:47.1

4×100mR 一宮　七海  (1) 比田勝 58.8 水本　　彩  (1) 厳原 59.7 犬束　沙羽  (1) 鶏知 60.0 佐伯　柚鳳  (1) 豊玉 60.3 原　由梨亜  (1) 西部 60.9 春田　栞里  (1) 仁田 61.0

武末空海子  (1) 梅野　　葵  (1) 阿比留鈴菜  (1) 中屋　芳佳  (1) 須川　美月  (1) 松村　　優  (1)

槙野和歌菜  (1) 髙雄　青奈  (1) 木野田帆南  (1) 三浦　千尋  (1) 岩佐　杏里  (1) 糸瀬　寧々  (1)

島谷　晴菜  (1) 熊本　彩可  (1) 加瀬　多恵  (1) 阿比留　葵  (1) 松村　歩果  (1) 斉藤　唯菜  (1)

   100m 西山　瑠香  (2) 厳原 14.3 古本　優香  (2) 豊玉 14.6 扇　　玲奈  (2) 比田勝 14.7 阿比留美羽  (2) 鶏知 14.8 吉田　　萌  (2) 久田 14.8 廣川　花緒  (2) 鶏知 15.0

800m 網代　理佐  (2) 比田勝  2:28.5 藤　　美凪  (2) 鶏知  2:30.2 日高　璃子  (2) 鶏知  2:31.7 佐藤　綾音  (2) 大船越  2:33.9 小茂田紗羽  (2) 浅海  2:37.4 小宮　玲奈  (2) 佐須奈  2:40.4

4×100mR 中嶋　美和  (2) 豊玉 57.1 桐谷穗乃香  (2) 久田 57.2 日高　璃子  (2) 鶏知 57.9 西原　花笑  (2) 比田勝 59.0 一宮　葵唯  (2) 佐須 59.1 小田　莉央  (2) 浅海 60.1

中島　由佳  (2) 舎利倉朱真  (2) 阿比留美羽  (2) 高田　星奈  (2) 齋藤あずみ  (2) 犬束　未来  (2)

濱﨑　莉佳  (2) 土井　綾乃  (2) 廣川　花緒  (2) 扇　　玲奈  (2) 山﨑由美子  (2) 小田　真央  (2)

古本　優香  (2) 吉田　　萌  (2) 藤　　美凪  (2) 網代　理佐  (2) 横松　彩乃  (2) 小茂田紗羽  (2)

   100m 島谷稚菜美  (3) 比田勝 13.8 内山千沙里  (3) 久田 14.3 黒川　　桜  (3) 大船越 14.4 島本　彩葉  (3) 厳原 14.5 古藤　寧々  (3) 鶏知 14.6 井本　沙恵  (3) 鶏知 14.6

800m 丸島　瑠華  (3) 仁田  2:31.7 巻澤　史佳  (3) 豊玉  2:33.7 作元　千恵  (3) 豊玉  2:34.0 栗屋里緒菜  (3) 鶏知  2:34.0 久和　千夏  (3) 鶏知  2:39.6 小田　奈々  (3) 東部  2:40.2

   200m 島谷　晴菜  (1) 比田勝 28.6 島谷稚菜美  (3) 比田勝 29.3 西山　瑠香  (2) 厳原 29.5 古本　優香  (2) 豊玉 29.6 黒川　　桜  (3) 大船越 30.0 内山千沙里  (3) 久田 30.5

  1500m 藤　　美凪  (2) 鶏知  5:04.5 丸島　瑠華  (3) 仁田  5:06.7 佐藤　綾音  (2) 大船越  5:07.8 栗屋里緒菜  (3) 鶏知  5:12.0 小宮　玲奈  (2) 佐須奈  5:13.3 作元　千恵  (3) 豊玉  5:13.5

   100mH 梅野　彩華  (3) 久田 17.7 松村　優香  (3) 豊玉 17.8 阿比留夢華  (3) 鶏知 18.5 横松　未来  (3) 佐須 18.8 筒井　春奈  (3) 鶏知 19.1 村田真理恵  (3) 比田勝 20.6

4×100mR 久和　弥生  (3) 比田勝 56.6 桐谷穗乃香  (2) 久田 56.9 小田　莉央  (2) 浅海 58.0 松村　優香  (3) 豊玉 58.2 主藤　舞綾  (3) 厳原 58.5 横松　優花  (3) 佐須 59.3

糸瀬　　唯  (3) 吉田　　萌  (2) 築城　百香  (3) 阿比留美月  (3) 渡邊　愛美  (2) 寄兼　梨奈  (3)

小宮　真珠  (3) 梅野　彩華  (3) 扇　　優華  (3) 作元　千恵  (3) 飯束　ゆい  (3) 横松　未来  (3)

島谷稚菜美  (3) 内山千沙里  (3) 小茂田紗羽  (2) 巻澤　史佳  (3) 島本　彩葉  (3) 山﨑　花佳  (3)

走高跳 桐谷　真以  (3) 佐須 1m38 梅野　彩華  (3) 久田 1m35 横松　　和  (2) 厳原 1m35 髙野　麻鈴  (2) 仁田 1m25 渡邊　愛美  (2) 厳原 1m25

西原　花笑  (2) 比田勝 1m25

走幅跳 松村　優香  (3) 豊玉   4m58 古藤　寧々  (3) 鶏知   4m51 小田　莉央  (2) 浅海   4m30 中嶋　美和  (2) 豊玉   4m10 島居　美歩  (2) 厳原   4m07 梅野亜都美  (3) 比田勝   4m01

砲丸投 西山ほのか  (3) 仁田  10m42 原田　弥采  (3) 豊玉  10m36 三槻　彩乃  (3) 佐須奈   9m98 寄兼　梨奈  (3) 佐須   9m83 永田　爽子  (3) 浅海   9m40 梅野　千寛  (2) 厳原   9m27

    80mH 吉田　　萌  (2) 久田 14.0 横松　　和  (2) 厳原 14.2 中島　由佳  (2) 豊玉 14.5 齋藤あずみ  (2) 佐須 14.6 園部　真由  (2) 佐須奈 15.8

4×100mR 扇　　玲奈  (2) 比田勝 56.6 中嶋　美和  (2) 豊玉 57.2 横松　　和  (2) 厳原 57.3 阿比留美羽  (2) 鶏知 57.7 髙野　麻鈴  (2) 仁田 59.2 一宮　葵唯  (2) 佐須 60.5

島谷　晴菜  (1) 阿比留　葵  (1) 髙雄　青奈  (1) 阿比留鈴菜  (1) 松村　　優  (1) 佐々木捺美  (1)

一宮　七海  (1) 佐伯　柚鳳  (1) 梅野　　葵  (1) 犬束　沙羽  (1) 糸瀬　寧々  (1) 桐谷　悠里  (1)

網代　理佐  (2) 古本　優香  (2) 西山　瑠香  (2) 廣川　花緒  (2) 糸瀬　琳華  (2) 横松　彩乃  (2)

備考　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

豊玉中 74 点 比田勝中 61.5点 鶏知中 56 点 厳原中 37 点 久田中 35 点 仁田中 25.5点

決 勝 記 録 一 覧 表
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