
令和３年度　第４２回対馬ジュニア陸上競技選手権大会決勝一覧表
2021年10月24日(日)

峰総合運動公園陸上競技場

種　別 種目名 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

米田　健心 11.8 永留　康靖 13.0 阿比留大雅 13.5 比田勝祐輝 13.9

男子Ａ 西部中 -0.6 西部中 -0.6 西部中 -0.6 比田勝中 -0.6 

中学２・３年 黒岩蘭太朗  9:19.0 大部幸太郎 10:04.5 藤島　悠太 10:34.1 須川　　玲 10:38.6 澁江  海翼 11:16.3 比田勝祐輝 11:22.0

雞知中 雞知中 雞知中 雞知中 雞知中 比田勝中

楠原　厚平 12.6 渕上　琥鉄 13.6 山本　千晶 14.6 津留　　吏 15.1

男子Ｂ 雞知中 -0.6 西部中 -0.6 比田勝中 -0.6 西部中 -0.6 

中学１年 俵　　匠生  4:17.8 山本　千晶  4:56.8 畑島　良星  5:10.6

雞知中 NGR 比田勝中 雞知中

山本恭士朗 15.4 大石　結翔 15.9 西山　天理 16.0 坂口　駿太 16.1 松下　雅和 16.2

佐須奈小 -0.6 豊玉小 -0.8 LTC対馬 -0.6 久田小 -0.8 　-0.6 豊玉小 -0.3 

男子Ｃ 藤　　聖樹 16.1 山口　颯太 16.2

小学４年 LTC対馬 -0.6 鶏鳴小 -0.8

堀川　遥真 16.2

厳原小 -0.6

岡村　悠透 14.5 竹岡　颯介 14.6 山本　瑞己 14.9 金丸　　驍 15.0 早田　賢伸 15.2 鶴岡　侑和 15.4

男子Ｃ 厳原小 -0.1 鶏鳴小 -0.1 比田勝小 -0.1 大船越小  0.0 厳原小 -0.1 鶏鳴小 -0.4 

小学５年 恒川　伸明 15.4

厳原小 0.0

男子Ｃ 久和　悠蘭 13.5 小谷　　望 13.7 立花　海斗 14.2 川迫大久朗 14.3 竹末　蒼季 14.5 吉原　歩夢 14.7

小学６年 久田小 -0.4 東小 -0.4 LTC対馬 -0.4 東小 -0.4 鶏鳴小 -0.4 厳原北小 -0.5 

男子Ｃ 西山　天理  3:20.5 藤　　聖樹  3:23.9 大石　結翔  3:30.7 山本恭士朗  3:41.5 小宮　颯太  3:41.8 山川　耀平  3:46.0

小学４年 LTC対馬 NGR LTC対馬 豊玉小 佐須奈小 豊玉小 大船越小

男子Ｃ 金丸　　驍  3:14.3 庄司　煌翔  3:17.4 山本　瑞己  3:21.7 河本　太陽  3:22.5 早田　賢伸  3:40.8 俵　　充輝  3:45.4

小学５年 大船越小 久田小 比田勝小 久田小 厳原小 LTC対馬

男子Ｃ 安田　歩生  3:05.9 惣島　　遼  3:06.6 酒井　　良  3:08.8 山口　裕輝  3:13.8 阿比留健太  3:16.6 久和　悠蘭  3:18.7

小学６年 豊玉小 久田小 鶏鳴小 鶏鳴小 LTC対馬 久田小

小谷　　望 4m37 立花　海斗 4m07 川迫大久朗 4m00 梅野　隆聖 3m94 吉原　歩夢 3m77 川端　啓奨 3m68

男子Ｃ 東小   0.0 LTC対馬   0.0 東小   0.0 厳原北小   0.0 厳原北小   0.0 鶏鳴小   0.0 

小学共通 横瀬　勇人  51m89 近藤　壮真  48m69 財部　塔也  46m25 勝木　奏太  45m89 平松　孔明  45m47 庄司　煌翔  43m19

豊玉小 LTC対馬 仁田小 大船越小 豆酘小 久田小
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種　別 種目名 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

小谷　　凜 13.1 阿比留　凌 13.8 原田　咲彩 15.1

女子Ａ 東部中 -0.5 佐須奈中 -0.5 西部中 -0.5 

中学２・３年 糸瀬　陽菜  5:04.2 石丸　史佳  5:24.1 中庭　花凜  5:25.1 藤　優衣帆  5:36.7 武本　琴奈  5:36.8

佐須奈中 比田勝中 雞知中 雞知中 西部中

女子Ｂ 寺田　千愛  2:34.2 犬束　美月  2:44.4 栗屋　初妃  2:50.1

中学１年 雞知中 豊玉中 雞知中

藤島ことみ 15.4 児玉 菖 16.0 波多　風佳 16.2 松村　和花 16.4 吉村　心晴 16.5

女子Ｃ LTC対馬 -0.2 久田小 +0.3 　-0.2 豊玉小 +0.3 鶏鳴小 +0.3 鶏鳴小 -0.2 

小学４年 中原　里桜 16.0

LTC対馬 -0.2

女子Ｃ 諌山　莉子 15.0 八坂　心愛 15.4 楠原  ゆい 15.7 平間　心晴 16.0 岩田　紋寧 16.2 大浦　寧々 16.2

小学５年 LTC対馬 +0.1 東小 +0.1 鶏鳴小 +0.1 豊玉小 +0.1 鶏鳴小 +0.1 比田勝小 +0.1 

吉村　美空 14.7 橘　　颯亜 14.8 藤　　らら 14.9 松村美乃里 15.3 丸島　瑠姫 15.4 長瀨　美来 15.6

女子Ｃ 鶏鳴小 +0.2 久田小 +0.2 LTC対馬 +0.2 豊玉小 -0.5 仁田小 +0.2 東小 -0.5 

小学６年 多田　宇那 15.6

西小 +0.2

女子Ｃ 藤島ことみ  2:40.4 児玉 菖  2:54.7 松村　和花  2:56.4 波多　風佳  2:57.5 中原　里桜  2:58.5 梅野　妃央  2:59.3

小学４年 LTC対馬 NGR 久田小 鶏鳴小 豊玉小 LTC対馬 久田小

女子Ｃ 諌山　莉子  2:36.0 須川　愛々  2:40.1 岩田　紋寧  2:44.3 楠原  ゆい  2:48.4 平井　陽和  2:48.8 中尾　百花  2:50.5

小学５年 LTC対馬 NGR 佐須奈小 鶏鳴小 鶏鳴小 佐須奈小 久田小

女子Ｃ 畑島　　百  2:28.6 藤　　らら  2:33.8 内山こゆき  2:41.6 桑原　　雫  2:45.8 髙松　帆花  2:46.2 小崎　心晴  2:46.3

小学６年 LTC対馬 NGR LTC対馬 佐須奈小 久田小 久田小 佐須奈小

畑島　　百 3m90 小崎　心晴 3m84 宮本　真有 3m62 丸島　瑠姫 3m58 多田　宇那 3m54 八坂　心愛 3m43

女子Ｃ LTC対馬   0.0 佐須奈小   0.0 東小   0.0 仁田小   0.0 西小   0.0 東小   0.0 

小学共通 原　　叶恋  48m54 原田　莉子  41m53 須川　愛々  39m54 小島　寧彩  32m18 扇　　萌杏  30m93 小島　りく  28m17

鶏鳴小 NGR 金田小 佐須奈小 鶏鳴小 比田勝小 久田小
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