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対馬市中学校体育連盟 



◎学校対抗 

 

 

男子の部 女子の部 

学校名 得点 学校名 得点 

優 勝 雞 知 １１１ 雞 知 １２０ 

準優勝 豊 玉 ８６ 比田勝 ５１．５ 

３ 位 厳 原 ７１ 東 部 ４７ 

４ 位 比田勝 ５９ 浅 海 ２９ 

５ 位 久 田 ４３ 大船越 ２９ 

６ 位 浅 海 ２５ 豊 玉 ２７ 

※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） 

 

◎ 新記録 

 

種目 氏名 所属 記録 備考 

共通女子１５００ｍ 以南 祐希 東部 ４′４７″８ 
対馬中学新記録 

大会新記録 

共通女子砲丸投 俵  芹奈 雞知 １４ｍ４６ 
対馬中学新記録 

大会新記録 

３年女子８００ｍ 黒岩 咲良 雞知 ２′１９″５ 大会新記録 

３年女子８００ｍ 以南 祐希 東部 ２′２１″２ 大会新記録 
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平成30年度　対馬市中学校体育大会陸上競技大会 2018年6月9日(土)～10日(日)
決勝一覧表

峰運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子共通 ２００ｍ 古賀　蒼空  (2) 23.8 中庭　海岬  (3) 24.1 青柳暖生地  (3) 24.9 松井　心助  (3) 25.3 内山　　渡  (2) 25.3 犬束　陽登  (3) 25.5 恒川　　誠  (3) 25.8 主藤　詩温  (3) 25.8

雞知 -1.5 豊玉 -1.5 厳原 -1.5 豊玉 -1.5 豆酘 -1.5 浅海 -1.5 久田 -1.5 厳原 -1.5 
男子共通 ４００ｍ 日髙　将仁  (2) 57.7 原田　　剣  (3) 58.7 若松　飛翔  (3) 58.9 石丸　功典  (2) 59.3 小島　空翔  (3)  1:01.1 谷本　　稜  (3)  1:02.6 青栁　孝亮  (3) 西部  1:03.4

雞知 豊玉 豊玉 比田勝 雞知 佐須 浜田　優亜  (3) 厳原
長野  好誠  (3) 東部

男子共通 ８００ｍ 福井　裕之  (3)  2:08.8 島田　悠将  (3)  2:09.3 横瀬　将弘  (3)  2:10.0 石丸　功典  (2)  2:10.2 橘　　泰我  (3)  2:11.7 大山　桜太  (2)  2:15.4 双須  海星  (3)  2:18.8 長野  好誠  (3)  2:19.6
厳原 豊玉 雞知 比田勝 久田 浅海 東部 東部

男子共通 ３０００ｍ 糸瀬　天晴  (3)  9:16.7 網本  佳悟  (3)  9:16.9 古谷　大翔  (2)  9:51.2 中庭正太郎  (3)  9:52.0 荒木　泰陽  (3) 10:04.1 小宮　尚栄  (3) 10:04.3 島居　孝幸  (2) 10:12.5 波多野　侑  (3) 10:13.6
厳原 東部 豊玉 久田 豊玉 比田勝 西部 雞知

男子共通 １１０ｍＨ 黒岩　凌空  (3) 17.2 久和　斗哉  (3) 18.2 佐藤　輝季  (3) 19.1 清原　颯太  (3) 19.4 松村　泰聖  (3) 19.7 川﨑　遥斗  (3) 20.0 桝次　雄太  (3) 20.4 平山　大翔  (3) 23.3
雞知 +0.4 厳原 +0.4 雞知 +0.4 比田勝 +0.4 西部 +0.4 厳原 +0.4 豊玉 +0.4 豊玉 +0.4 

男子共通 走高跳 主藤　詩温  (3) 1m55 龍井　陽平  (3) 1m55 大川　康太  (3) 1m45 勝見　風音  (3) 1m45 古藤　瑛亘  (2) 1m35 佐藤　輝季  (3) 1m35
厳原 豊玉 雞知 浅海 浅海 雞知

男子共通 棒高跳 小島直大郎  (3) 2m60 扇　　杜和  (3) 2m60 修行　夢空  (3) 2m20 園田　啓豪  (1) 2m00 川本　達哉  (2) 2m00
雞知 豊玉 比田勝 比田勝 雞知

男子共通 走幅跳 藤田　　快  (3) 5m71 平間　慈人  (3) 5m33 辰己　　柊  (3) 5m23 高雄　透二  (3) 5m16 双須　　響  (3) 4m93 近藤　幸丞  (2) 4m78 福田　渉眞  (3) 4m71 原谷　龍星  (3) 4m68
雞知  0.0 久田  0.0 久田  0.0 厳原  0.0 厳原  0.0 豆酘  0.0 比田勝  0.0 西部  0.0 

男子共通 三段跳 松村　泰聖  (3) 11m36 中村　　奏  (3) 11m02 梅野　将真  (3) 10m92 桝次　雄太  (3) 10m79 吉野　伸悟  (2) 10m58 網代　涼音  (3) 10m26 横松　大空  (3) 10m08 阿比留晴翔  (3) 9m66
西部  0.0 厳原  0.0 厳原  0.0 豊玉  0.0 雞知  0.0 比田勝  0.0 久田  0.0 豊玉  0.0 

男子共通 砲丸投 斎藤　来希  (3)  10m71 作元　颯太  (3)   9m46 村瀬　諒祐  (3)   9m34 山下　滉太  (3)   9m28 豊後　拓也  (3)   9m06 関　　敬司  (2)   8m41 春田　康成  (2)   7m80 堀江　朝陽  (3)   7m40
厳原 豊玉 豊玉 雞知 厳原 雞知 仁田 久田

男子共通 ４×１００ｍ 豊玉･ 47.3 雞知 47.7 久田･ 48.6 西部･ 49.9 浅海･ 50.4 仁田･ 52.9 佐須･ 53.3 東部･ 53.7
  若松　飛翔  (3)   浦瀬　拓人  (3)   恒川　　誠  (3)   青栁　孝亮  (3)   勝見　風音  (3)   糸瀬　上総  (3)   谷本　　稜  (3)   西山  太進  (3)
  原田　　剣  (3)   古賀　蒼空  (2)   辰己　　柊  (3)   原谷　龍星  (3)   島田　憲伸  (3)   縫田　雄人  (2)   横松　　旭  (3)   網本  佳悟  (3)
  松井　心助  (3)   藤田　　快  (3)   井　颯之介  (3)   青栁　貴之  (3)   大山　桜太  (2)   山口　隆輝  (2)   山﨑　亮汰  (3)   長野  好誠  (3)
  中庭　海岬  (3)   久和丈一郎  (3)   平間　慈人  (3)   松村　泰聖  (3)   犬束　陽登  (3)   松村　　蓮  (3)   根メ　珠道  (3)   双須  海星  (3)

男子１年 １００ｍ 下岸　隼士  (1) 13.0 一宮　翔哉  (1) 13.2 糸瀬　　錬  (1) 13.3 小島　朔哉  (1) 13.3 松井　博輝  (1) 13.3 糸瀬　弘輔  (1) 13.6 山本貫太郎  (1) 13.7 原田　翔大  (1) 13.7
比田勝 +0.6 雞知 +0.6 比田勝 +0.6 久田 +0.6 豊玉 +0.6 雞知 +0.6 佐須奈 +0.6 豊玉 +0.6 

男子１年 １５００ｍ 井上　嘉人  (1)  4:45.8 大山　寛太  (1)  4:50.3 縫田　幸星  (1)  4:51.1 宇都宮礼哉  (1)  4:51.4 鎌田　和道  (1)  4:54.1 阿比留大葉  (1)  5:02.0 中村　脩希  (1)  5:02.5 阿比留来弥  (1)  5:03.7
比田勝 浅海 大船越 雞知 久田 豊玉 西部 厳原

男子１年 ４×１００ｍ 比田勝･ 52.8 雞知 53.6 久田･ 54.0 豊玉･ 54.8 西部･ 55.4 厳原･ 55.5 東部･ 58.3 佐須･ 58.6
  園田　啓豪  (1)   宮原　怜也  (1)   庄司　聖哉  (1)   阿比留駿希  (1)   國分　　倖  (1)   古瀬　賢弥  (1)   浦瀬　  絆  (1)   根メ　美琉  (1)
  井上　嘉人  (1)   一宮　翔哉  (1)   鎌田　和道  (1)   原田　翔大  (1)   小島　そう  (1)   斉藤　楓太  (1)   一宮  礼汰  (1)   内田　空我  (1)
  糸瀬　　錬  (1)   糸瀬　弘輔  (1)   大谷　　昊  (1)   阿比留大葉  (1)   原谷　大雅  (1)   栗田　　剛  (1)   原田  一牙  (1)   井田　泰成  (1)
  下岸　隼士  (1)   立花　春樹  (1)   小島　朔哉  (1)   松井　博輝  (1)   島居　優成  (1)   阿比留来弥  (1)   糸瀨  孝海  (1)   寄兼　大夢  (1)

男子２年 １００ｍ 古賀　蒼空  (2) 12.3 内山　　渡  (2) 12.8 山田　　滉  (2) 13.4 梅野夢作繁  (2) 13.4 小島　充希  (2) 13.5 田中　陽大  (2) 13.6 須川　大雅  (2) 13.7 扇　　海都  (2) 13.8
雞知 -2.8 豆酘 -2.8 雞知 -2.8 比田勝 -2.8 久田 -2.8 厳原 -2.8 佐須奈 -2.8 久田 -2.8 

男子２年 １５００ｍ 古谷　大翔  (2)  4:26.8 大山　桜太  (2)  4:27.4 日髙　将仁  (2)  4:32.9 島居　孝幸  (2)  4:44.0 篠田　聖心  (2)  4:45.9 平山  修資  (2)  4:46.0 田中　瑞輝  (2)  4:47.6 山本慎太郎  (2)  4:50.1
豊玉 浅海 雞知 西部 比田勝 東部 雞知 東部

男子２年 ４×１００ｍ 雞知 49.1 厳原･ 51.4 久田･ 52.7 比田勝･ 52.9 豊玉･ 53.0 東部･ 55.2 佐須･ 55.7 浅海･ 56.6
  山田　　滉  (2)   高松　　翔  (2)   山田　淳貴  (2)   梅野夢作繁  (2)   阿比留晴樹  (2)   一宮  楓汰  (2)   大中　健人  (2)   古藤　瑛亘  (2)
  古賀　蒼空  (2)   船越　耀星  (2)   小島　充希  (2)   篠田　聖心  (2)   梅野　　航  (2)   高谷　  翼  (2)   手束　陽哉  (2)   園部　慧汰  (2)
  日髙　将仁  (2)   田中　陽大  (2)   鳥羽　七星  (2)   米田　健大  (2)   小田　容史  (2)   平山  修資  (2)   長瀬　海月  (2)   小田聖太郎  (2)
  吉野　伸悟  (2)   栗田　　武  (2)   扇　　海都  (2)   石丸　功典  (2)   武末　賢嗣  (2)   江上  太良  (2)   小島　海透  (2)   大山　桜太  (2)

男子３年 １００ｍ 中庭　海岬  (3) 12.1 久和丈一郎  (3) 12.4 藤田　　快  (3) 12.5 島田　憲伸  (3) 12.7 恒川　　誠  (3) 12.7 松井　心助  (3) 12.7 犬束　陽登  (3) 12.8 青柳暖生地  (3) 12.9
豊玉 -0.4 雞知 -0.4 雞知 -0.4 浅海 -0.4 久田 -0.4 豊玉 -0.4 浅海 -0.4 厳原 -0.4 

男子３年 １５００ｍ 糸瀬　天晴  (3)  4:23.0 網本  佳悟  (3)  4:25.5 橘　　泰我  (3)  4:25.7 島田　憲伸  (3)  4:30.7 小宮　尚栄  (3)  4:35.2 横瀬　将弘  (3)  4:35.3 米田　有作  (3)  4:36.0 中庭正太郎  (3)  4:38.6
厳原 東部 久田 浅海 比田勝 雞知 雞知 久田

男子低学年 １００ｍＨ 田中　陽大  (2) 16.2 武末　賢嗣  (2) 16.3 藤　　和志  (2) 17.1 梅野夢作繁  (2) 17.7 須川　大雅  (2) 18.1 嘉瀬丞汰朗  (2) 18.3 米田　健大  (2) 19.1 原谷　大雅  (1) 19.2
厳原 -1.4 豊玉 -1.4 雞知 -1.4 比田勝 -1.4 佐須奈 -1.4 久田 -1.4 比田勝 -1.4 西部 -1.4 

男子低学年 ４×１００ｍ 比田勝･ 51.1 雞知 51.4 豊玉･ 52.4 久田･ 52.5 厳原･ 54.3 東部･ 55.8 西部･ 55.8 佐須奈･ 56.2
  梅野夢作繁  (2)   吉野　伸悟  (2)   阿比留晴樹  (2)   嘉瀬丞汰朗  (2)   高松　　翔  (2)   一宮  楓汰  (2)   佐野　主芳  (2)   須川　大雅  (2)
  糸瀬　　錬  (1)   一宮　翔哉  (1)   原田　翔大  (1)   小島　朔哉  (1)   斉藤　楓太  (1)   浦瀬　  絆  (1)   小島　そう  (1)   春日亀　瑠  (1)
  下岸　隼士  (1)   糸瀬　弘輔  (1)   松井　博輝  (1)   鎌田　和道  (1)   栗田　　剛  (1)   糸瀨  孝海  (1)   原谷　大雅  (1)   山本貫太郎  (1)
  石丸　功典  (2)   日髙　将仁  (2)   武末　賢嗣  (2)   扇　　海都  (2)   栗田　　武  (2)   江上  太良  (2)   島居　孝幸  (2)   山内　優暉  (2)

男子総合 雞知 111点 豊玉 86点 厳原 71点 比田勝 59点 久田 43点 浅海 25点 西部 16点 東部 13点

凡例（NGR:大会新記録/ NTR:対馬中学新記録）
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平成30年度　対馬市中学校体育大会陸上競技大会 2018年6月9日(土)～10日(日)
決勝一覧表

峰運動公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子共通 ２００ｍ 田中  優良  (2) 27.9 勝見　風李  (1) 28.3 小島あかり  (3) 28.7 阿比留莉胡  (3) 29.7 山口　琴音  (2) 29.8 平山　璃希  (3) 30.8 久和　羅奈  (2) 30.9 佐伯　有郁  (3) 31.6

東部 -3.9 浅海 -3.9 東部 -3.9 雞知 -3.9 雞知 -3.9 豊玉 -3.9 久田 -3.9 豊玉 -3.9 
女子共通 １５００ｍ 以南  祐希  (3)  4:47.8 黒岩　咲良  (3)  4:55.7 永井　日和  (2)  4:56.7 一宮　真由  (3)  5:07.0 立石あさひ  (3)  5:11.7 築城　莉奈  (2)  5:12.7 小林　　凜  (2)  5:13.9 梅野　沙耶  (2)  5:18.4

東部 NTR NGR 雞知 雞知 比田勝 佐須奈 豊玉 厳原 厳原

女子共通 １００ｍＨ 小茂田詩音  (3) 18.2 檀浦麻菜香  (3) 19.0 豊田ゆいな  (3) 19.4 中原さくら  (3) 19.5 川上　渚紗  (3) 19.7 財部  華帆  (3) 19.9 須川　華花  (3) 20.1 藤原　百葉  (3) 20.1
浅海 -0.7 雞知 -0.7 厳原 -0.7 比田勝 -0.7 大船越 -0.7 東部 -0.7 仁田 -0.7 雞知 -0.7 

女子共通 走高跳 木口　茜理  (3) 1m41 西原　菜結  (2) 1m30 松井　葵咲  (3) 1m30 木口　朋香  (1) 1m20 中尾　綾花  (2) 久田 1m15 中尾　　叶  (3) 1m15 和田　真奈  (3) 1m15
雞知 比田勝 浅海 雞知 原田　純蓮　(3) 豊玉 比田勝 厳原

女子共通 走幅跳 内山　　雅  (3) 4m09 小島　美月  (3) 3m96 大島　海夢  (3) 3m94 比田勝由衣  (2) 3m89 須川　  桜  (3) 3m87 日髙　藍梨  (3) 3m73 阿比留理子  (1) 3m70 松井　葵咲  (3) 3m67
雞知  0.0 大船越  0.0 比田勝  0.0 比田勝  0.0 東部  0.0 西部  0.0 佐須奈  0.0 浅海  0.0 

女子共通 砲丸投 俵　　芹奈  (3)  14m46 浦瀬　　優  (1)   9m75 梅野　青空  (3)   9m27 佐伯　胡桃  (3)   9m27 松島　　花  (3)   8m98 阿比留史奈  (3)   8m73 森田　　優  (3)   8m58 飯野智妃呂  (3)   8m20
雞知 NTR NGR 大船越 厳原 西部 雞知 豊玉 比田勝 豆酘

女子共通 ４×１００ｍ 雞知 55.1 東部･ 56.1 比田勝･ 57.4 厳原･ 57.4 豊玉･ 58.9 浅海･ 59.0 久田･  1:00.2       
  俵　　夏妃  (3)   小島あかり  (3)   庄司　愛花  (3)   部原　美優  (3)   平山　璃希  (3)   勝見　風李  (1)   小島　碧衣  (3)
  黒岩　咲良  (3) 　山崎　和恵　(3)   森田　　優  (3)   糸瀬友里加  (3)   居村　祐依  (3)   中島　愛梨  (3)   山根　麻生  (3)
  阿比留莉胡  (3) 　以南  祐希  (3)   大島　海夢  (3)   梅野奈留美  (3)   原田　純蓮  (3)   小茂田詩音  (3)   江口　泉希  (3)
　内山　　雅　(3) 　田中　優良　(2) 　一宮　真由　(3) 　豊田ゆいな　(3) 　佐伯　有郁　(3) 　松井　葵咲　(3) 　川崎　愛香　(3)

女子１年 １００ｍ 勝見　風李  (1) 13.6 大部真奈加  (1) 14.1 佐伯　　苺  (1) 14.4 原田　紗衣  (1) 14.5 俵　　美姫  (1) 14.6 国分　和花  (1) 14.6 沖津さくら  (1) 14.6 中庭　知子  (1) 14.8
浅海 -0.1 雞知 -0.1 豊玉 -0.1 比田勝 -0.1 雞知 -0.1 久田 -0.1 東部 -0.1 豊玉 -0.1 

女子１年 ８００ｍ 大部真奈加  (1)  2:33.3 吉野　涼菜  (1)  2:36.9 一円菜々美  (1)  2:37.6 国分　和花  (1)  2:39.0 大谷　佳愛  (1)  2:41.1 河原　実咲  (1)  2:42.1 田中　陽菜  (1)  2:42.7 波田　陽依  (1)  2:43.8
雞知 大船越 大船越 久田 厳原 豊玉 雞知 豊玉

女子１年 ４×１００ｍ 雞知 56.3 浅海･ 58.2 大船越･ 59.0 豊玉･ 59.3 同順：比田勝･ 59.3 厳原･ 59.5 佐須奈･ 1:00.6 同順：東部･ 1:00.6
  髙雄　悠来  (1)   浦瀬　琉奈  (1)   吉野　涼菜  (1)   入船　　桜  (1)   細井　小春  (1)   大谷　佳愛  (1)   阿比留理子  (1)   沖津さくら  (1)
  大部真奈加  (1)   印束　心春  (1)   大庭　真衣  (1)   佐伯　　苺  (1)   畑島　凜音  (1)   大谷　美結  (1)   安藤　真帆  (1)   眞田あかり  (1)
  小島　美咲  (1)   國重　歩花  (1)   縫田　侑奈  (1)   河原　実咲  (1)   扇　　七帆  (1)   原田　相模  (1)   部原　実桜  (1)   長野  紗英  (1)
  俵　　美姫  (1)   勝見　風李  (1)   一円菜々美  (1)   中庭　知子  (1)   原田　紗衣  (1)   吉木　彩夏  (1)   庄司　百花  (1)   川迫未千保  (1)

女子２年 １００ｍ 田中  優良  (2) 13.5 石田向日葵  (2) 13.8 比田勝由衣  (2) 14.2 松村　侑和  (2) 14.4 梅野　友珠  (2) 14.5 阿比留　環  (2) 14.6 齋藤すみれ  (2) 14.7 財部　昌奈  (2) 14.7
東部 -1.5 雞知 -1.5 比田勝 -1.5 雞知 -1.5 比田勝 -1.5 豊玉 -1.5 佐須 -1.5 久田 -1.5 

女子２年 ８００ｍ 永井　日和  (2)  2:26.7 山口　琴音  (2)  2:27.7 黒岩　芽依  (2)  2:30.1 小林　　凜  (2)  2:32.5 居村　祐佳  (2)  2:33.9 築城　莉奈  (2)  2:40.1 小森　香琳  (2)  2:42.7 長瀬凛々愛  (2)  2:43.5
雞知 雞知 大船越 厳原 豊玉 豊玉 豆酘 厳原

女子２年 ４×１００ｍ 比田勝･ 56.3 東部･ 57.5 久田･ 57.6 佐須･ 58.3 同順：豊玉･ 58.3 同順：厳原･ 58.3 雞知 59.3 佐須奈･ 1:02.0
  今村　愛梨  (2)   長野  颯恋  (2)   財部　昌奈  (2)   齋藤すみれ  (2)   阿比留　環  (2)   上野　佑華  (2)   山口　琴音  (2)   小宮　心織  (2)
  梅野　友珠  (2)   原田  柚歩  (2)   川上　飛鳥  (2)   熊本向日葵  (2)   中島　心暖  (2)   横松　藍愛  (2)   石田向日葵  (2)   長﨑菜々子  (2)
  比田勝由衣  (2)   辻　真愛沙  (2)   中尾　綾花  (2)   三山　　空  (2)   原田　花音  (2)   原　　遥花  (2)   永井　日和  (2)   佐護　優奈  (2)
  西原　菜結  (2)   田中  優良  (2)   久和　羅奈  (2)   時津　唯名  (2)   居村　祐佳  (2)   小林　　凜  (2)   松村　侑和  (2)   阿比留紅葉  (2)

女子３年 １００ｍ 小島あかり  (3) 14.0 俵　　夏妃  (3) 14.3 阿比留莉胡  (3) 14.5 豊田ゆいな  (3) 14.5 平山　璃希  (3) 14.6 山崎  和恵  (3) 14.7 小島　碧衣  (3) 15.0 須川　華花  (3) 15.2
東部 -0.2 雞知 -0.2 雞知 -0.2 厳原 -0.2 豊玉 -0.2 東部 -0.2 久田 -0.2 仁田 -0.2 

女子３年 ８００ｍ 黒岩　咲良  (3)  2:19.5 以南   祐希  (3)  2:21.2 冨　　里衣  (3)  2:25.3 一宮　真由  (3)  2:26.8 立石あさひ  (3)  2:33.9 居村　祐依  (3)  2:40.6 松永　　愛  (3)  2:41.6 大江　実久  (3)  2:46.3
雞知 NGR 東部 NGR 雞知 比田勝 佐須奈 豊玉 久田 大船越

女子低学年 ８０ｍＨ 小島　美咲  (1) 14.2 部原　実桜  (1) 14.6 西原　菜結  (2) 14.6 上松　小珠  (2) 14.7 齋藤すみれ  (2) 14.9 國重　歩花  (1) 15.2 園田　莉緒  (2) 15.4 阿比留　環  (2) 15.6
雞知 +0.1 佐須奈 +0.1 比田勝 +0.1 雞知 +0.1 佐須 +0.1 浅海 +0.1 比田勝 +0.1 豊玉 +0.1 

女子低学年 ４×１００ｍ 雞知 55.4 比田勝･ 56.6 豊玉･ 58.5 厳原･ 59.4 久田･  1:00.5 浅海･  1:01.0 東部･  1:01.5 佐須奈･  1:01.8
  石田向日葵  (2)   梅野　友珠  (2)   阿比留　環  (2)   瀬戸口さくら(2)   糸瀨　千愛  (2)   平山　　雅  (2)   長野  颯恋  (2)   佐護　優奈  (2)
  大部真奈加  (1)   扇　　七帆  (1)   佐伯　　苺  (1)   大谷　美結  (1)   西　　清音  (1)   浦瀬　琉奈  (1)   沖津さくら  (1)   庄司　百花  (1)
  小島　美咲  (1)   原田　紗衣  (1)   中庭　知子  (1)   原田　相模  (1)   国分　和花  (1)   國重　歩花  (1)   川迫未千保  (1)   阿比留理子  (1)
  永井　日和  (2)   比田勝由衣  (2)   築城　莉奈  (2)   原　　遥花  (2)   勝山　小雪  (2)   原田　蓮華  (2)   原田  柚歩  (2)   阿比留紅葉  (2)

女子総合得点 雞知 120点 比田勝 51.5点 東部 47点 浅海 29点 大船越 29点 豊玉 27点 厳原 25点 久田 11.5点

凡例（NGR:大会新記録/ NTR:対馬中学新記録）


