
平成15年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 男子
平成15年 6月11日(水) 主催：対馬中学校体育連盟・対馬各町教育委員会 競技場：峰町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 犬束　有志 豊玉 12.8 古藤　純嵩 東部 13.2 馬場　翔大 厳原 13.4 大石　一馬 比田勝 13.4 阿比留　瞬 鶏知 13.4 原野　正敏 佐護 13.5

  1500m 本堀　亮太 豊玉 4:43.6 土居　卓登 豊玉 4:57.9 平山　敬大 佐護 5:01.3 武末　真輔 比田勝 5:04.3 國分　恵介 東部 5:04.6 松村　賢太 加志々 5:05.6

4×100mR 森田　　浩 豊玉 53.0 阿比留雄三 比田勝 53.4 二宮　慎吾 厳原 53.5 阿比留　瞬 鶏知 54.8 児玉　　涼 東部 56.6 梅野璃久斗 佐須奈 60.2

土居　卓登 武末　悠輝 馬場　翔大 原　　健太 八坂光太郎 永瀬　康平

本堀　亮太 須河　優作 永尾　啓貴 中山　貞章 井上　貴詞 青柳　航平

犬束　有志 大石　一馬 小島　亮一 原田　　拓 古藤　純嵩 岡部　洋平

   100m 原野　　豊 佐護 12.0 吉永　豪介 厳原 12.3 山田　大地 比田勝 12.7 上原　正繁 佐須 12.8 山口　元気 豊玉 12.8 小宮　直人 仁田 13.1

  1500m 糸瀬　宗平 比田勝 4:43.7 島本　大地 鶏知 4:44.8 西本　拓郎 鶏知 4:44.9 瀧川　大和 厳原 4:46.0 山口　元気 豊玉 4:46.8 黒岩　健太 大船越 4:49.3

4×100mR 米田　彰吾 厳原 ☆48.4 山田　大地 比田勝 50.9 小宮　弘之 仁田 51.0 山口　元気 豊玉 51.2 阿比留健太郎 鶏知 53.0 早田　昭成 西部 55.4

山坂　真心 大浦　祐喜 川本　和輝 山本健太郎 藤　　勝晃 島屋　博実

上野　禎仁 園田　理人 堀江　和博 森田　大将 国分　元喜 中村祐一郎

吉永　豪介 糸瀬　宗平 小宮　直人 樋口　　和 神宮遺史郎 小島修太郎

   100m 三槻　和彦 仁田 12.3 根津　貴敏 豊玉 12.5 神宮　隼将 今里 12.5 重田　貴祐 豊玉 12.7 藤本　　学 仁田 12.7 松本　拓之 鶏知 12.7

  1500m 日下部文昭 仁田 4:32.6 堀江　博志 仁田 4:33.0 立石　泰之 厳原 4:33.6 小田　祐二 大船越 4:34.7 糸瀬　　道 鶏知 4:46.2 片多　健太 久田 4:46.2

   200m 原野　　豊 佐護 24.9 佐護　悠輔 厳原 25.4 阿比留祥伍 厳原 25.7 藤本　　学 仁田 25.9 青柳　大樹 西部 26.4 竹末　淳一 比田勝 27.4

   400m 佐護　悠輔 厳原 56.0 阿比留太平 仁田 57.9 阿比留京介 比田勝 59.1 入谷　武志 豊玉 60.3 國分祐太郎 比田勝 60.3 松村　和樹 西部 60.3

   800m 松本　秀顕 仁田 2:13.6 堀江　博志 仁田 2:13.7 本堀　亮太 豊玉 2:14.2 井　　大地 鶏知 2:16.6 神宮宗一郎 鶏知 2:17.6 伊原　悠介 久田 2:18.6

  3000m 日下部文昭 仁田 9:43.1 瀧川　大和 厳原 9:50.0 松本　秀顕 仁田 9:50.0 立石　泰之 厳原 9:55.6 糸瀬　　道 鶏知 9:55.7 川上　将知 厳原 10:07.1

   110mH 松村　克広 久原 17.8 松本　拓之 鶏知 17.9 古藤　正也 比田勝 18.4 一宮　浩昭 厳原 18.6 小島　泰平 厳原 20.1 小田　優作 大船越 21.0

4×100mR 三槻　和彦 仁田 48.2 阿比留祥伍 厳原 49.0 重田　貴祐 豊玉 49.8 竹末　淳一 比田勝 50.3 青柳　大樹 西部 50.3

藤本　　学 山坂　真心 浜﨑　俊也 古藤　正也 永留　　翔

阿比留太平 吉永　豪亮 入谷　武志 糸瀬　直宏 阿比留　亮

堀江　博志 佐護　悠輔 根津　貴敏 阿比留京介 永留　文哉

走高跳 小宮　幸成 厳原 1m60 糸瀬　友作 仁田 1m55 小島　秀隆 大船越 1m55 永留　　翔 西部 1m50 多田　広幸 佐須奈 1m50 吉村　一真 今里 1m45

平山　雄大 鶏知 1m45

扇　　郷昌 豊玉 1m45

永留　文哉 西部 1m45

棒高跳 梅野　聖哉 加志々 2m60 佐伯　佑樹 久原 2m60 岡田　　司 佐護 2m60 糸瀬　広平 東部 2m50 高島　悠平 鶏知 2m20 佐藤　　亮 厳原 2m00

走幅跳 糸瀬　直宏 比田勝 5m41 糸瀬　友作 仁田 5m19 児玉　寛明 東部 5m18 小宮　直人 仁田 5m17 杉原　　真 豊玉 5m09 平間　　瞬 比田勝 5m09

三段跳 糸瀬　直宏 比田勝 11m26 平間　　瞬 比田勝 11m01 阿比留祥伍 厳原 10m87 児玉　寛明 東部 10m79 根津　貴敏 豊玉 10m76 主藤　恵介 豆酘 10m66

砲丸投 三槻　和彦 仁田 12m43 波田　猛誌 加志々 12m16 内野　将吾 今里 11m66 本多　隆介 仁田 11m62 中嶋　聡志 鶏知 11m24 平松　憲人 豊玉 10m79

   100mH 神宮遺史郎 鶏知 16.4 小宮　弘之 仁田 16.7 池田　大亮 久田 17.1 永留　宏一 東部 17.5 小宮　　翔 厳原 17.5 川上　成将 大船越 18.4

4×100mR 山田　大地 比田勝 51.7 初村　成己 佐須 52.4 阿比留　瞬 鶏知 52.9 川本　和輝 仁田 54.7 早田　昭成 西部 55.2

阿比留雄三 手束　隼人 神宮遺史郎 白石　将晃 村瀬　光輔

大石　一馬 勝山慎一朗 阿比留健太郎 小宮　　卓 志田　陽平

糸瀬　宗平 上原　正繁 原　　健太 小宮　直人 小島修太郎

備考　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

仁田 89 点 厳原 73 点 比田勝 64 点 豊玉 54 点 鶏知 46 点 東部 22 点
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平成15年度　対馬中学校体育大会　陸上競技 女子
平成15年 6月11日(水) 主催：対馬中学校体育連盟・対馬各町教育委員会 競技場：峰町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 永留沙矢香 豊玉 14.2 春日亀江梨 佐護 14.2 淺草ひとみ 東部 14.3 姉川　千歌 南陽 14.3 里　　幸美 豊玉 14.7 廣幡　尚子 豆酘 15.2

800m 清野　美沙 豊玉 2:39.6 春日亀江梨 佐護 2:39.6 黒岩　歩美 大船越 2:41.3 北海　末美 豊玉 2:44.2 松原　美咲 加志々 2:44.3 小嶺　彩子 鶏知 2:44.6

4×100mR 吉田　真実 豊玉 57.2 長瀬沙也加 鶏知 59.1 権藤かなえ 豆酘 59.5 原田　麻衣 南陽 59.9 大江友紀恵 東部 60.5 三宅　　綾 佐須奈 64.4

里　　幸美 井本　汐美 阿比留保奈美 米田　美紀 長野みなみ 大石　光里

阿比留千裕 小嶺　彩子 長久　菜摘 橘　みなみ 中村　杏奈 梅野　朱里

永留沙矢香 川上　　愛 廣幡　尚子 姉川　千歌 淺草ひとみ 小川　美紀

   100m 青柳　真美 西部 14.3 古藤　千春 豊玉 14.3 中村　葵依 仁田 14.3 阿比留　愛 東部 14.6 築城　智美 豊玉 14.8 島居　雪奈 比田勝 14.9

800m 田村　　望 厳原 2:29.0 小島友梨恵 大船越 2:29.3 小島　由紀 鶏知 2:33.6 井川　里咲 比田勝 2:35.6 宮原奈津美 豊 2:37.7 井手　宏美 厳原 2:40.3

4×100mR 島居　雪奈 比田勝 56.4 築城　智美 豊玉 57.6 日下部亜由美 鶏知 57.9 阿比留美和 久田 58.1 岩佐かおる 西部 62.2 広田　典子 佐須奈 64.9

庄司　佳衣 以南絵里子 岸良めぐみ 奥村あすか 中村　穂美 池本　絵美

武田　裕梨 森田　三従 立石　友衣 山田　希恵 中村美和子 辻　　奈央

井川　里咲 古藤　千春 小島　由紀 山口亜弥香 青柳　真美 春日亀芽衣

   100m 吉村　美穂 鶏知 13.7 小山　沙世 厳原 13.7 扇　　美香 西部 14.1 阿比留由香 鶏知 14.2 浪花　陽子 厳原 14.6 長里亜紀子 豊玉 14.8

800m 金成めぐみ 厳原 2:24.2 早田まどか 大船越 2:25.5 桐谷　　瞳 鶏知 2:30.5 小宮　千穂 仁田 2:35.1 小林　　唯 鶏知 2:36.4 須川　智美 豊玉 2:37.3

   200m 吉村　美穂 鶏知 28.6 中村　葵依 仁田 28.8 阿比留由香 鶏知 29.0 扇　　美香 西部 29.4 宮原奈津美 豊 29.7 阿比留　愛 東部 30.2

  1500m 金成めぐみ 厳原 ◎4:51.2 桐谷　　瞳 鶏知 ◎4:51.3 早田まどか 大船越 ◎4:54.2 小宮　千穂 仁田 5:16.6 田村　　望 厳原 5:16.9 小島友梨恵 大船越 5:20.6

   100mH 安木　志織 厳原 18.0 山下　早紀 鶏知 18.1 松村　礼佳 加志々 18.4 國分理絵子 東部 18.5 大浦　智恵 比田勝 18.8 小島安里沙 大船越 19.1

4×100mR 浪花　陽子 厳原 55.2 阿比留由香 鶏知 55.7 木村真奈美 豊玉 57.7 青柳　真美 西部 58.0 鳥山　朝野 比田勝 58.0 大石　里奈 佐須奈 61.3

八重島　永 小林　　唯 住村　結花 御手洗るみ 平間　絢子 武田　美穂

主藤奈津子 阿比留智可子 小田美沙樹 渕上　　恵 早田　朝香 八島　未樹

小山　沙世 吉村　美穂 長里亜紀子 扇　　美香 大久保　綾 春日亀芽衣

走高跳 武田　裕梨 比田勝 1m41 松村　礼佳 加志々 1m35 惣島絵梨奈 鶏知 1m30 糸瀬　遥菜 久田 1m30 平江美沙樹 豊玉 1m30 阿比留智可子 鶏知 1m30

原田あすか 豊玉 1m30

走幅跳 主藤奈津子 厳原 4m48 佐々木　歩 厳原 4m26 八島　未樹 佐須奈 4m24 武宮　祥子 鶏知 4m19 惣島絵梨奈 鶏知 4m14 平江美沙樹 豊玉 4m04

砲丸投 早田　理紗 久原 11m19 池本　絵美 佐須奈 9m84 西山　　優 佐須 9m47 佐伯　未希 久原 9m44 内山　友菜 豆酘 9m36 原田　春佳 豊玉 9m15

    80mH 姉川　千歌 南陽 14.2 淺草ひとみ 東部 14.9 原　　真央 佐護 15.6 廣幡　尚子 豆酘 15.9 中村由香里 東部 15.9 須川　笑花 比田勝 16.2

4×100mR 築城　智美 豊玉 57.3 井川　里咲 比田勝 57.7 梅野有香利 厳原 57.9 三槻麻璃菜 仁田 58.8 阿比留　愛 東部 60.0 岸良めぐみ 鶏知 61.3

吉田　真実 比田勝賀予 豊田あずさ 阿比留夕未 淺草ひとみ 川上　　愛

永留沙矢香 山原　志織 小島　佑華 原田千由紀 大江友紀恵 小嶺　彩子

古藤　千春 島居　雪奈 橘　槙貴子 中村　葵依 井上　詩織 小島　由紀

備考　☆＝対馬中学新　○＝対馬中学ﾀｲ　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

鶏知 65 点 厳原 55 点 豊玉 51 点 比田勝 26 点 東部 22 点 大船越 20 点
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