
平成30年度　第39回対馬ジュニア陸上競技選手権大会 2018年10月21日(日)
決勝一覧表

峰運動公園陸上競技場

種別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

藤田　　快 12.1 島田　憲伸 12.2 内山　　渡 12.4 犬束　陽登 12.4 松村　泰聖 12.6 青栁　貴之 12.9
雞知中 -0.8 浅海中 -0.8 豆酘中 -0.8 浅海中 -0.8 西部中 -0.8 西部中 +0.4 

網本　佳悟  9:27.5 糸瀬　天晴  9:28.8 大山　桜太  9:50.7 小宮　尚栄 10:01.7
東部中 厳原中 浅海中 比田勝中

下岸　隼士 12.5 原田　翔大 13.6 國分　　倖 13.7 縫田　幸星 13.9 原谷　大雅 13.9 小島　そう 16.2
比田勝中 +1.0 豊玉中 +1.0 西部中 +1.0 大船越中 +1.0 西部中 +1.0 西部中 +1.0 

井上　嘉人  4:34.2 島居　優成  4:42.0 縫田　幸星  4:52.7 大山　寛太  4:56.0 中村　脩希  4:56.8 武本　侑大  5:06.5
比田勝中 西部中 大船越中 浅海中 西部中 西部中

藤田　　快 5m94 原谷　龍星 5m08 近藤　幸丞 4m89 犬束　陽登 4m62
雞知中   0.0 西部中   0.0 豆酘中   0.0 浅海中   0.0 

浅海中 50.2 西部中B 50.3 西部中A 56.3

  犬束　陽登   青栁　孝亮   國分　　倖

  大山　寛太   原谷　龍星   小島　そう

  島田　憲伸   青栁　貴之   原谷　大雅

  大山　桜太   松村　泰聖   中村　脩希

犬束　颯志 14.7 渕上　琥鉄 15.1 北倉　琉星 15.7 里津　祐成 15.8 俵　　匠生 16.1
北部小 -2.6 西小 -2.6 仁田小 -2.6 久田小 -2.6 鶏鳴小 +0.2  +1.5 

細川　　翔 16.1
久田小 +1.0

原　　煌牙 14.5 勝見　斗眞 14.6 縫田　脩貴 15.2 黒岩蘭太朗 15.4
鶏鳴小 +1.0 鶏鳴小 -1.0  +1.0 大船越陸上クラブ +1.1  +1.0 鶏鳴小 +1.0 

小島　徠斗 14.6 横田　海暉 15.2
大船越陸上クラブ +1.0 厳原北 +1.0

米田　健心 12.2 犬束　健人 13.2 若松　　颯 13.7 犬束　亮太 13.8
西小 +3.6 鶏鳴小 +3.6 厳原小 +3.6 鶏鳴小 -0.2  +3.6  +3.6 

川上　優希 13.8
久田小 +3.6

阿比留琉偉 13.8
大船越陸上クラブ +3.6

北倉　琉星  3:31.8 犬束　奏瑛  3:33.1 俵　　匠生  3:33.3 永留総一郎  3:36.2 中尾　逢叶  3:38.7 山上虎太郞  3:46.1
仁田小 サナーズ 鶏鳴小 久田小 厳原北 久田小

黒岩蘭太朗  3:20.3 小島　徠斗  3:21.9 縫田　脩貴  3:27.8 吉野　将磨  3:32.3 長瀨　大翔  3:33.6 阿比留悠道  3:35.4
鶏鳴小 大船越陸上クラブ 大船越陸上クラブ 大船越陸上クラブ 東小 仁田小

川上　優希  3:07.6 若松　　颯  3:12.4 網代　蓮生  3:13.2 根〆　花陽  3:13.6 築城　優男  3:16.4 山崎　駿平  3:20.1
久田小 厳原小 比田勝小 久田小 乙宮小 久田小

阿比留琉偉 4m08 修行　青空 3m89 小島　優大 3m84 相庭　涼太 3m79 根〆　花陽 3m71 柴田　悠斗 3m70
大船越陸上クラブ   0.0 比田勝小   0.0 久田小   0.0 東小   0.0 久田小   0.0 厳原小   0.0 

米田　健心  54m64 犬束　健人  51m40 田村　良太  46m72 舎利倉直翔  46m14 若松　将永  46m09 小島　遼玖  45m09
西小 NGRNPE NGR 鶏鳴小 NGRNPE NGR 佐須奈小 佐須ｸﾗﾌﾞ 南小 久田小

鶏鳴小A 56.6 久田小A 58.4 大船越陸上クラブA 58.9 比田勝小 59.9 厳原小A 59.9 西小  1:00.8

  勝見　斗眞   小島　優大   久和　大晟   修行　青空   柴田　悠斗   津留　　吏

  犬束　健人   根〆　花陽   縫田　脩貴   網代　蓮生   西山　瑠泉   渕上　琥鉄

  原　　煌牙   久和　　蓮   小島　徠斗   武末　健悟   松本　真和   永留　康靖

  犬束　亮太   川上　優希   阿比留琉偉   比田勝祐輝   若松　　颯   米田　健心
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平成30年度　第39回対馬ジュニア陸上競技選手権大会 2018年10月21日(日)
決勝一覧表

峰運動公園陸上競技場

種別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

一宮　真由 13.8 比田勝由衣 13.9 久和　羅奈 15.3

比田勝中 +1.6 比田勝中 +1.6 久田中 +1.6 

以南  祐希  4:51.1 一宮　真由  5:23.2 原田　彩生  5:53.0

東部中 比田勝中 比田勝中

勝見　風李 13.8 原田　紗衣 14.5 縫田　侑奈 14.8 須川　　藍 14.8 須川　初音 16.4

浅海中 +0.3 比田勝中 +0.3 大船越中 +0.3 西部中 +0.3 西部中 +0.3 

国分　和花  2:41.6 縫田　侑奈  2:42.6 扇　　七帆  2:43.1

久田中 大船越中 比田勝中

山本　果朋 15.3 阿比留未結 15.7 神宮愛香里 16.2 庄司　真彩 16.3 勝見　杏莉 16.4

佐須奈小 +0.8 鶏鳴小 +0.8 佐須奈小 +0.7 鶏鳴小 +0.8 鶏鳴小 -0.4  +0.8 

住屋ひかり 16.4

佐須奈小 +0.8

阿比留　凌 15.2 藤　優衣帆 15.3 佐伯　愛莉 15.5 原田　咲彩 15.5

佐須奈小 +2.0     +1.7 鶏鳴小 -0.1  +1.7 厳原北 +1.7 西小 +1.7 

山下　美優 15.2 黒岩美桜里 15.3

佐須奈小 +1.7 大船越陸上クラブ +1.7

小谷　　凜 13.8 木屋　柊香 14.4 大浦　芽良 14.6 東　　優美 14.9 渕上　純奈 15.0 黒岩　芭菜 15.0

東小 +2.5 佐須ｸﾗﾌﾞ +2.5 比田勝小 +2.5 比田勝小 -0.6 東小 +0.3 大船越陸上クラブ +0.3 

山本　果朋  2:46.4 神宮愛香里  2:48.2 住屋ひかり  2:52.7 田口　萌果  2:56.9 犬束　美月  2:59.8 築城ひかり  3:00.3

佐須奈小 NGR 佐須奈小 佐須奈小 大船越陸上クラブ 乙宮小 乙宮小

髙石　依蓮  2:39.3 中尾　優花  2:41.1 藤　優衣帆  2:41.3 田中ひより  2:43.6 原田　悠生  2:44.4 園田　渚智  2:48.1

サナーズ 久田小 鶏鳴小 鶏鳴小 比田勝小 比田勝小

小田　雪華  2:29.0 糸瀬　陽菜  2:33.1 高山　遥葵  2:34.6 中庭　花凜  2:40.2 田中　璃海  2:41.0 大浦　芽良  2:44.9

北部小 NGR 佐須奈小 久田小 鶏鳴小 東小 比田勝小

小谷　　凜 4m07 東　　優美 3m70 小田　雪華 3m70 木屋　柊香 3m48 佐伯　　奏 3m47 宮原　　桜 3m41

東小   0.0 比田勝小   0.0 北部小   0.0 佐須ｸﾗﾌﾞ   0.0 小綱小   0.0 比田勝小   0.0 

東小 58.8 大船越陸上クラブA  1:00.0 久田小A  1:01.3 佐須奈小A  1:01.8 仁田小  1:02.3 佐須ｸﾗﾌﾞ  1:02.4

  長野　　玲   黒岩美桜里   児玉　　葵   大石ひなた   須川　　心   木屋　柊香

  田中　璃海   黒岩　愛加   永留　真優   内山　杏美   斉藤　天美   斉藤　真央

  渕上　純奈   黒岩　芭菜   高山　遥葵   糸瀬　陽菜   糸瀬　萌衣   手束　舞柚

  小谷　　凜   黒岩　瑞歩   斉藤　心愛   山下　美優   糸瀬つぐみ   松尾　和音

中屋　華望  43m51 田中つばき  36m25 岸川　愛夢  30m27 築城　美怜  28m54 築城　有那  27m86 岸川　夢羽  27m30

鶏鳴小 厳原北 久田小 北部小 乙宮小 久田小
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