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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 久 田 ７５．５ 雞 知 ８４ 

準優勝 厳 原 ７１ 豊 玉 ８１ 

３ 位 豊 玉 ６９ 比田勝 ５５ 

４ 位 佐 須 ６６ 厳 原 ３４ 

５ 位 西 部 ３９ 仁 田 １９ 

６ 位 雞 知 ３８．５ 佐 須 １６ 

   ※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26年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 男子
平成26年 6月8日(日)～9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 阿比留史哉  (1) 佐須奈 13.4 川原　吹樹  (1) 厳原 13.5 斉藤　暖人  (1) 佐須 13.5 扇　　飛龍  (1) 比田勝 13.6 糸瀬　柊人  (1) 仁田 13.6 大久保圭太郎(1) 豊玉 13.7

  1500m 斉藤　暖人  (1) 佐須  4:40.6 大久保圭太郎(1) 豊玉  4:43.8 小松　弘毅  (1) 厳原  4:44.8 国分剣太郎  (1) 久田  4:58.7 寺崎　純平  (1) 鶏知  4:59.5 小島　優作  (1) 比田勝  5:04.3

4×100mR 小松　弘毅  (1) 厳原 54.2 斉藤　暖人  (1) 佐須 54.3 糸瀬　太哉  (1) 仁田 55.0 小畑　純大  (1) 久田 55.1 小島　優作  (1) 比田勝 56.1

庄司　啓人  (1) 桐谷　奎伍  (1) 春田　飛龍  (1) 江口　誠也  (1) 小田　郁也  (1)

栗屋　大星  (1) 幾度　拓哉  (1) 國分真太郎  (1) 国分剣太郎  (1) 山城　巧海  (1)

川原　吹樹  (1) 横松　大輝  (1) 糸瀬　柊人  (1) 堀江　覚斗  (1) 扇　　飛龍  (1)

   100m 渕上　裕紀  (2) 東部 12.7 犬束　伊理  (2) 豊玉 12.7 谷本　　彪  (2) 佐須 12.9 手束　博徳  (2) 佐須 13.2 山本　智輝  (2) 久田 13.2 田中　隆太  (2) 豊玉 13.3

  1500m 日髙　健仁  (2) 鶏知  4:35.0 扇　　育    (2) 西部  4:35.4 原　　拓海  (2) 比田勝  4:36.5 手束　歩武  (2) 佐須  4:42.8 國分　　丈  (2) 西部  4:45.2 原田　育弥  (2) 豊玉  4:45.4

4×100mR 谷本　　彪  (2) 佐須 49.7 阿比留友広  (2) 豊玉 50.3 川口　卓斗  (2) 鶏知 51.7 小島　良太  (2) 久田 52.4 梅野　圭悟  (2) 厳原 52.8 大島　佑斗  (2) 比田勝 52.8

木屋　裕貴  (2) 田中　隆太  (2) 日髙　健仁  (2) 山本　智輝  (2) 八坂　来覇  (2) 大浦　起輝  (2)

一宮　荘太  (2) 原田　育弥  (2) 村瀬　壮希  (2) 原田　翔輝  (2) 本石　理玖  (2) 原　　拓海  (2)

手束　博徳  (2) 犬束　伊理  (2) 西山　蒼嗣  (2) 松村　晃紀  (2) 川﨑　丞悟  (2) 浦川　理貴  (2)

   100m 河本　啓吾  (3) 久田 11.6 神宮　　章  (3) 佐須 12.2 早田　楓真  (3) 厳原 12.4 福田　大樹  (3) 東部 12.5 阿比留魁士  (3) 厳原 12.5 中島　泰志  (3) 豊玉 12.6

  1500m 早田幸太郎  (3) 西部  4:30.1 島田　享弥  (3) 豊玉  4:30.6 小松　圭太  (3) 厳原  4:33.4 満井　貴弘  (3) 鶏知  4:33.5 齊藤　大夢  (3) 浅海  4:39.1 西川　海里  (3) 久田  4:40.1

   200m 河本　啓吾  (3) 久田 ◎23.7 内田　　翔  (3) 久田 25.6 原田　龍誠  (3) 豊玉 25.7 犬束　伊理  (2) 豊玉 26.3 糸瀬　雄哉  (3) 厳原 26.8 油野　航大  (3) 西部 27.0

   400m 中村　嶺志  (3) 西部 56.5 平川　魁晟  (3) 比田勝 57.6 初村　　健  (2) 佐須 57.9 糸瀬　雄哉  (3) 厳原 58.6 山根　寛人  (3) 久田 58.9 大島　卓真  (3) 豊玉 58.9

   800m 早田幸太郎  (3) 西部 ◎ 2:05.2 島田　享弥  (3) 豊玉  2:09.8 平川　魁晟  (3) 比田勝  2:11.2 齊藤　大夢  (3) 浅海  2:16.9 原　　拓海  (2) 比田勝  2:17.2 中村　嶺志  (3) 西部  2:17.5

  3000m 築城　桂助  (3) 豊玉  9:42.1 永留　瑞樹  (3) 西部  9:44.8 日髙　健仁  (2) 鶏知  9:45.1 小松　圭太  (3) 厳原  9:52.9 國分　啓剛  (3) 西部 10:00.5 手束　歩武  (2) 佐須 10:06.9

   110mH 山根　寛人  (3) 久田 17.4 中島　泰志  (3) 豊玉 17.6 岡山　大輝  (3) 厳原 17.7 一宮　優輝  (3) 鶏知 18.8 山下　翔大  (3) 鶏知 19.2 岡﨑　太郎  (3) 佐須奈 19.6

4×100mR 早田　楓真  (3) 厳原 49.1 中島　泰志  (3) 豊玉 49.1 安藤　雅大  (3) 佐須 50.6 米田　圭蔵  (3) 鶏知 50.8 中村　嶺志  (3) 西部 50.8 山根　寛人  (3) 久田 55.2

村瀬　真琴  (3) 犬束　伊理  (2) 稲留　　耀  (3) 糸瀬　銀司  (3) 油野　航大  (3) 小宮　誠也  (3)

岡山　大輝  (3) 田中　隆太  (2) 財部　　凌  (3) 吉野　友基  (3) 阿比留直樹  (3) 内田　　翔  (3)

阿比留魁士  (3) 原田　龍誠  (3) 神宮　　章  (3) 一宮　優輝  (3) 早田幸太郎  (3) 河本　啓吾  (3)

走高跳 加藤　　翔  (3) 久田 1m55 稲留　　耀  (3) 佐須 1m50 松村　晃紀  (2) 久田 1m50 財部　　凌  (3) 東部 1m45 一宮　優輝  (3) 鶏知 1m45

浦　　瑠太  (3) 佐須奈 1m45

棒高跳 村瀨　駿太  (3) 豊玉 2m90 岡﨑　太郎  (3) 佐須奈 2m80 島﨑　竣也  (3) 厳原 2m60 大石　孝徳  (3) 豊玉 2m40 権藤　海輝  (2) 久田 2m20

満井　貴弘  (3) 鶏知 2m60 川内　統伍  (3) 厳原 2m20

走幅跳 神宮　　章  (3) 佐須   5m54 植木　雄渡  (3) 大船越   5m31 岡山　大輝  (3) 厳原   5m23 村瀬　真琴  (3) 厳原   5m16 田中　隆太  (2) 豊玉   5m08 梅野　　祐  (3) 鶏知   4m93

三段跳 小宮　誠也  (3) 久田  11m09 加藤　　翔  (3) 久田  11m04 村瀬　真琴  (3) 厳原  10m57 浦川　理貴  (2) 比田勝  10m51 財部　　凌  (3) 東部  10m46 吉野　友基  (3) 鶏知  10m38

砲丸投 早田　楓真  (3) 厳原  12m23 小島　飛翔  (3) 東部   9m06 犬束　海貴  (3) 鶏知   8m90 三好　空依  (1) 久田   8m40 赤木　亨輔  (3) 豊玉   8m40 財部　亮佑  (3) 東部   8m32

   100mH 山本　智輝  (2) 久田 15.5 松村　晃紀  (2) 久田 15.8 木屋　裕貴  (2) 佐須 17.5 平山　太一  (2) 西部 18.3 梅野　圭悟  (2) 厳原 18.4 村瀬　壮希  (2) 鶏知 18.6

4×100mR 谷本　　彪  (2) 佐須 52.0 原田　龍哉  (2) 佐須奈 53.4 阿比留友広  (2) 豊玉 53.7 梅野　圭悟  (2) 厳原 53.8 山本　智輝  (2) 久田 53.8 大浦　起輝  (2) 比田勝 54.0

横松　大輝  (1) 園部　峻也  (1) 大久保圭太郎(1) 川原　吹樹  (1) 堀江　覚斗  (1) 小田　郁也  (1)

斉藤　暖人  (1) 阿比留史哉  (1) 秀島　　青  (1) 小松　弘毅  (1) 江口　誠也  (1) 扇　　飛龍  (1)

手束　博徳  (2) 島居陽雄馬  (2) 原田　育弥  (2) 川﨑　丞悟  (2) 原田　翔輝  (2) 浦川　理貴  (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

久田中 75.5点 厳原中 71 点 豊玉中 69 点 佐須中 66 点 西部中 39 点 鶏知中 38.5点
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平成26年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 女子
平成26年 6月8日(日)～9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 永井　　幸  (1) 鶏知 14.6 主藤　　楓  (1) 豆酘 14.7 宮原　瑠加  (1) 比田勝 14.9 手束　真帆  (1) 佐須 15.0 中山　七星  (1) 豊玉 15.0 桐谷あおい  (1) 鶏知 15.1

800m 小宮萌々香  (1) 仁田  2:34.2 宮本江里菜  (1) 鶏知  2:35.1 手束　真帆  (1) 佐須  2:37.2 佐伯　苑実  (1) 豊玉  2:37.3 築城　智恵  (1) 豊玉  2:40.4 三山　瑠亜  (1) 佐須  2:43.5

4×100mR 髙雄　理帆  (1) 豆酘 58.8 桐谷あおい  (1) 鶏知 58.9 中山　七星  (1) 豊玉 59.3 住井　晴紀  (1) 東部 62.1 春日亀佑衣  (1) 佐須奈 63.5 小宮　沙菜  (1) 比田勝 63.6

小島　沙耶  (1) 永井　　幸  (1) 八坂真理愛  (1) 折出ほのか  (1) 平山　紗帆  (1) 大石　杏莉  (1)

桐谷　典佳  (1) 勝見　留衣  (1) 原田　珠満  (1) 双須　美咲  (1) 白石　夏奈  (1) 宮本　聖奈  (1)

主藤　　楓  (1) 宮本江里菜  (1) 佐伯　苑実  (1) 辻　ひまり  (1) 阿部真莉愛  (1) 宮原　瑠加  (1)

   100m 一宮　七海  (2) 比田勝 14.0 阿比留　葵  (2) 豊玉 14.2 糸瀬　寧々  (2) 仁田 14.6 阿比留鈴菜  (2) 鶏知 14.7 松村　歩果  (2) 西部 15.0 髙雄　青奈  (2) 厳原 15.2

800m 佐伯　柚鳳  (2) 豊玉  2:28.3 阿比留　葵  (2) 豊玉  2:28.9 永留　萌恵  (2) 鶏知  2:32.6 川﨑　有梨  (2) 大船越  2:36.9 小林　　葵  (2) 厳原  2:37.8 須川　美月  (2) 西部  2:39.1

4×100mR 犬束　未来  (2) 鶏知 57.3 横山　月奈  (2) 比田勝 57.5 阿比留　葵  (2) 豊玉 58.1 糸瀬　寧々  (2) 仁田 58.3 水本　　彩  (2) 厳原 59.4 川﨑　有梨  (2) 大船越 61.0

阿比留鈴菜  (2) 武末空海子  (2) 中屋　芳佳  (2) 斎藤　唯菜  (2) 熊本　彩可  (2) 大束璃央奈  (2)

伊藤　真規  (2) 槙野和歌菜  (2) 沖中千恵実  (2) 三槻　優和  (2) 梅野　　葵  (2) 小島　柚希  (2)

犬束　沙羽  (2) 一宮　七海  (2) 佐伯　柚鳳  (2) 松村　　優  (2) 松島　朋代  (2) 黒岩　優花  (2)

   100m 扇　　玲奈  (3) 比田勝 14.1 古本　優香  (3) 豊玉 14.3 西山　瑠香  (3) 厳原 14.5 小茂田紗羽  (3) 浅海 14.5 土井　綾乃  (3) 久田 14.5 中嶋　美和  (3) 豊玉 14.6

800m 藤　　美凪  (3) 鶏知  2:30.5 網代　理佐  (3) 比田勝  2:31.1 日高　璃子  (3) 鶏知  2:31.8 佐藤　綾音  (3) 大船越  2:36.2 小宮　玲奈  (3) 佐須奈  2:37.7 一宮　葵唯  (3) 佐須  2:44.2

   200m 一宮　七海  (2) 比田勝 28.7 阿比留美羽  (3) 鶏知 28.9 西山　瑠香  (3) 厳原 29.5 阿比留鈴菜  (2) 鶏知 29.7 古本　優香  (3) 豊玉 29.9 中島　由佳  (3) 豊玉 30.0

  1500m 佐伯　柚鳳  (2) 豊玉  4:58.5 藤　　美凪  (3) 鶏知  5:00.2 小宮　玲奈  (3) 佐須奈  5:08.4 奥村　　渚  (3) 鶏知  5:11.1 須川　美月  (2) 西部  5:13.1 小宮萌々香  (1) 仁田  5:16.8

   100mH 阿比留美羽  (3) 鶏知 16.4 中島　由佳  (3) 豊玉 17.9 横松　　和  (3) 厳原 18.3 齋藤あずみ  (3) 佐須 18.5 園部　真由  (3) 佐須奈 19.0 齋藤　萌衣  (3) 久田 19.5

4×100mR 一宮　七海  (2) 比田勝 56.1 伊藤　真規  (2) 鶏知 56.1 中島　由佳  (3) 豊玉 56.1 小田　莉央  (3) 浅海 58.6 桐谷穂乃香  (3) 久田 58.7 阿比留美憂  (3) 厳原 58.7

横山　月奈  (2) 阿比留美羽  (3) 中嶋　美和  (3) 犬束　未来  (3) 舎利倉朱真  (3) 髙雄　青奈  (2)

網代　理佐  (3) 阿比留鈴菜  (2) 中路　侑花  (3) 小田　真央  (3) 中島　美咲  (3) 西山　瑠香  (3)

扇　　玲奈  (3) 廣川　花緒  (3) 古本　優香  (3) 小茂田紗羽  (3) 土井　綾乃  (3) 須賀　琴美  (3)

走高跳 西原　花笑  (3) 比田勝 1m30 横松　　和  (3) 厳原 1m30 宮原　瑠加  (1) 比田勝 1m25 髙野　麻鈴  (3) 仁田 1m25 松村　　優  (2) 仁田 1m25 久壽米木聡実(2) 厳原 1m25

走幅跳 中嶋　美和  (3) 豊玉   4m61 中山　七星  (1) 豊玉   4m30 小田　莉央  (3) 浅海   4m30 松村　乙香  (1) 久田   4m01 扇　　玲奈  (3) 比田勝   3m93 島居　美歩  (3) 厳原   3m82

砲丸投 小島ほのか  (2) 鶏知  10m34 渋谷亜矢那  (3) 豊玉   9m64 井　　夏海  (2) 豊玉   9m37 梅野　千寛  (3) 厳原   9m35 白倉　優海  (3) 厳原   8m69 西山　未緒  (3) 鶏知   8m66

    80mH 松村　歩果  (2) 西部 14.2 犬束　沙羽  (2) 鶏知 14.6 松村　乙香  (1) 久田 15.1 佐々木捺美  (2) 佐須 15.1 水本　　彩  (2) 厳原 15.4 髙雄　理帆  (1) 豆酘 15.5

4×100mR 阿比留　葵  (2) 豊玉 57.9 犬束　未来  (2) 鶏知 58.9 槙野和歌菜  (2) 比田勝 59.1 山田　碧友  (2) 豆酘 59.9 水本　　彩  (2) 厳原 61.4 佐々木捺美  (2) 佐須 62.7

中山　七星  (1) 永井　　幸  (1) 宮原　瑠加  (1) 髙雄　理帆  (1) 横松　芙愛  (1) 手束　真帆  (1)

八坂真理愛  (1) 宮本江里菜  (1) 小宮　沙菜  (1) 主藤　　楓  (1) 桐谷　麻莉  (1) 根メ野乃花  (1)

佐伯　柚鳳  (2) 犬束　沙羽  (2) 武末空海子  (2) 中村　瑠花  (2) 梅野　　葵  (2) 桐谷　悠里  (2)

備考　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

鶏知中 84 点 豊玉中 81 点 比田勝中 55 点 厳原中 34 点 仁田中 19 点 佐須中 16 点
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