
第２４回対馬ジュニア陸上競技選手権大会　決勝記録一覧表 男子

平成15年 10月19日(日) 主催：対馬ライオンズクラブ・対馬陸上競技協会 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

Ｃ 4年100m 飯野　幸太 小綱小 15.4 上野　慎司 阿連ク 15.5 中屋栄一朗 豊玉AC 15.5 濱﨑　航大 乙宮小 15.8 山川　竜成 東小 16.2 扇　　惇平 西小 16.3

Ｃ 5年100m 井村　健太 豊玉AC 14.8 栗屋　佳弘 鶏鳴小 14.9 赤木　亮介 佐須奈小 14.9 斉藤　準基 豊玉AC 15.0 藤川　周平 南小 15.0 平山　友樹 大船越小 15.4

Ｃ 6年100m 阿比留一樹 南陽小 13.5 上野　雄平 阿連ク 13.5 原　　清澄 塩浦小 13.6 小田翔太郎 豊玉小 13.8 井　　矯慶 久田小 13.9 幾度　大樹 西小 14.1

Ｂ    100m 犬束　有志 豊玉中 12.5 古藤　純嵩 東部中 12.6 本堀　亮太 豊玉中 12.8 原野　正敏 佐護中 13.1 大石　一馬 比田勝中 13.4 馬場　翔大 厳原中 13.4

Ａ    100m 原野　　豊 佐護中 12.1 神宮　隼将 今里中 12.3 青柳　大樹 西部中 12.4 山田　大地 比田勝中 12.6 佐伯　佑樹 久原中 12.9 上原　正繁 佐須中 13.1

Ｃ 6年200m 阿比留一樹 南陽小 28.0 原野　慶也 南小 28.0 原　　清澄 塩浦小 28.6 上野　浩輝 阿連ク 28.7 幾度　大樹 西小 29.4 井　　矯慶 久田小 29.9

Ｃ 4年1000m 郷　　貴徳 北小ク 3:34.8 多田　光博 西小 3:35.0 上野　慎司 阿連ク 3:40.4 阿比留明久 内山分校 3:41.3 犬束　弘法 大船越小 3:45.8 中村　和仁 西小 3:46.1

Ｃ 5年1000m 斉藤　準基 豊玉AC 3:28.8 小宮　慶祐 豊玉JAC 3:29.2 薦田　哲朗 鶏鳴小 3:29.6 井村　健太 豊玉AC 3:30.6 浅野　　凱 豊玉JAC 3:31.7 岡村　圭也 大船越小 3:33.9

Ｃ 6年1000m 小田翔太郎 豊玉小 3:09.9 平山　満彦 西小 3:13.1 川上健一郎 鶏鳴小 3:16.9 岡村　翔太 大船越小 3:17.9 波田　一徹 豊玉小 3:20.3 山田　翔大 鶏鳴小 3:23.6

Ｂ   1500m 本堀　亮太 豊玉中 4:46.3 土居　卓登 豊玉中 4:53.6 阿比留幸輝 久田中 4:54.4 松村　賢太 加志々中 4:54.9 山下　優希 比田勝中 5:01.4 津江　大介 厳原中 5:02.2

Ａ   3000m 瀧川　大和 厳原中 9:42.2 島本　大地 知中� 9:45.8 川上　将知 厳原中 9:47.3 小田　祐二 大船越中 9:48.1 鈴木　晴大 厳原ク 10:05.7 田城　亮介 厳原ク 10:06.1

Ｃ 4×100mR 波田　一徹 豊玉小 57.2 糸瀬　祥太 比田勝小 58.3 扇　　喜彦 西小 58.4 江口　秀平 阿連ク 58.4 藤川　周平 南小 60.2 江口　慶祐 厳原小Ａ 66.6

重田　晃希 緒方　裕樹 平山　満彦 上野　浩輝 阿比留孝一 阿比留拓哉

中嶋　亮祐 権藤　祐太 中村　健勇 上野　慎司 阿比留航輝 江口　雄太

小田翔太郎 大石　祐樹 幾度　大樹 上野　雄平 原野　慶也 八重島功一

AB 4×100mR 小島　亮一 厳原中 49.2 大石　一馬 比田勝中 50.6 古藤　純嵩 東部中 51.1 平間　昭成 久原中 52.3 松村　　翼 西部中 52.9 阿比留幸輝 久田中 54.1

山坂　真心 平間　　瞬 糸瀬　広平 荒木　強平 青柳　大樹 長瀬　翔太

阿比留祥伍 糸瀬　直宏 児玉　寛明 佐伯　佑樹 永留　　翔 伊原　悠介

佐護　悠輔 山田　大地 阿比留　翔 松村　克広 永留　文哉 松村　博史

AB 走高跳 板井　将之 比田勝中 1m60 吉村　一真 今里中 1m55 永留　文哉 西部中 1m55 小島　秀隆 大船越中 1m55 松村　克広 久原中 1m50 永留　　翔 西部中 1m45

Ｃ 走幅跳 緒方　裕樹 比田勝小 4m34 原野　慶也 南小 4m30 主藤竜太郎 厳原小 4m28 成瀬　一星 東小 4m24 原　　大輔 佐護小 4m03 江口　秀平 阿連ク 3m95

AB 走幅跳 平間　　瞬 比田勝中 5m63 糸瀬　直宏 比田勝中 5m47 古藤　純嵩 東部中 5m29 桐谷　良太 佐須中 5m21 児玉　寛明 東部中 5m05 青柳　大樹 西部中 4m95

AB 砲丸投 三槻　和彦 仁田中 13m36 内野　将吾 今里中 11m83 糸瀬　広平 東部中 10m85 小島　　仁 久田中 10m40 江上　辰也 東部中 9m51 平松　光丞 大船越TF 8m19

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 大石　祐樹 比田勝小 63m36 原田　拓実 乙宮小 57m58 春田　一馬 仁田小 57m32 瀧川　大貴 北小ク 54m78 比田勝　亮 TF比田勝 54m40 土肥　啓人 久原小 48m44

備考　Ａ･…中学２,３年生　Ｂ･…中学１年生　Ｃ･…小学４,５,６年生　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ

区
分
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第２４回対馬ジュニア陸上競技選手権大会　決勝記録一覧表 女子

平成15年 10月19日(日) 主催：対馬ライオンズクラブ・対馬陸上競技協会 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

Ｃ 4年100m 財部　愛里 比田勝小 ◎14.6 島居　恵実 西小 16.3 部原美菜子 久原小 16.3 辻　　真生 久原小 16.5 津江あかね 豊玉AC 16.6 串﨑　有華 東小 16.8

Ｃ 5年100m 長野　里咲 豊玉小 15.4 大谷　　叶 佐須奈小 15.5 糸瀬　瑞希 仁田小 15.5 中村　衣折 仁田小 15.5 俵　菜奈美 鶏鳴小 15.8 米田　史香 厳原小 15.9

Ｃ 6年100m 吉村　祐美 豊玉小 14.6 山口　未来 豊玉小 14.7 松尾　夏希 鶏鳴小 14.8 小田ちひろ 鶏鳴小 15.0 小田　舞美 大船越小 15.0 森岡　　望 北小ク 15.2

Ｂ    100m 淺草ひとみ 東部中 14.5 畑島愛理沙 上対馬ク 14.9 大江友紀恵 東部中 15.2 山原　志織 比田勝中 15.6

Ａ    100m 小山　沙世 厳原中 14.3 阿比留　愛 東部中 14.4 井川　里咲 比田勝中 14.4 島居　雪奈 比田勝中 14.6 庄司　佳衣 比田勝ク 15.0 山崎　　陽 比田勝ク 15.1

Ｃ 6年200m 波田　晶穂 豊玉小 30.7 小島　　梓 久田小 31.1 坂田寿美恵 厳原小 31.5 中野ちひろ 鶏鳴小 31.7 梅野　　歩 乙宮小 32.0 平山なつみ 豊玉小 32.8

Ｃ 4年800m 島居　恵実 西小 2:55.8 豊田まりえ 厳原小 3:01.9 大西美沙希 北部小 3:03.1 阿比留奈採 南小 3:04.7 松村亜架音 南小 3:05.1 田中　　優 鶏鳴小 3:06.7

Ｃ 5年800m 俵　菜奈美 鶏鳴小 2:46.2 中村　衣折 仁田小 2:47.1 佐護　文香 厳原小 2:47.4 郷　　知子 北小ク 2:50.1 下川　真歩 塩浦小 2:57.5 長野　里咲 豊玉小 2:58.0

Ｃ 6年800m 波田　晶穂 豊玉小 2:34.5 吉村　祐美 豊玉小 2:36.9 中野ちひろ 鶏鳴小 2:41.9 川上　菜月 鶏鳴小 2:42.7 山口　瀬奈 佐須奈小 2:42.9 増田　結花 乙宮小 2:47.8

Ｂ    800m 黒岩　歩美 大船越中 2:36.0 小嶺　彩子 知中� 2:36.3 木寺　芹香 比田勝中 2:36.9 淺草ひとみ 東部中 2:40.8 金成　育実 厳原中 2:41.8 岩﨑　朱樹 厳原中 2:45.3

Ａ   1500m 小島　由紀 知中� 5:04.9 坂田　　唯 厳原中 5:10.2 小島友梨恵 大船越TF 5:11.3 田村　　望 厳原中 5:14.9 佐々木智美 知中� 5:17.4 平川　成恵 大船越中 5:23.4

Ｃ 4×100mR 波田　晶穂 豊玉小 58.4 中野ちひろ 鶏鳴小 61.2 財部　愛里 比田勝小 63.2 米田　史香 厳原小Ａ 64.6 岩佐　ルミ 西小 64.8 坂本　水月 TF比田勝 66.2

長野　里咲 惣島　美幸 斎藤　瑞季 佐護　文香 島居　　望 山川　　茜

山口　未来 松尾　夏希 宮原　美有 新本美有紀 早田奈保美 原　　亜衣

吉村　祐美 小田ちひろ 坂本有里紗 坂田寿美恵 髙以来　優 辻　　香穂

AB 4×100mR 永留沙矢香 豊玉中 56.3 木寺　芹香 比田勝中 57.8 淺草ひとみ 東部中 59.0 豊田あずさ 厳原中 59.3 武末真里子 比田勝ク 60.3 畑島愛理沙 上対馬ク 60.9

築城　智美 島居　雪奈 國分理絵子 橘　槇貴子 庄司　佳衣 犬束　麻佑

木村真奈美 武田　裕梨 大江友紀恵 梅野有香利 梅野美寿恵 修行　美貴

古藤　千春 井川　里咲 阿比留　愛 井手　宏美 山崎　　陽 園田　紘子

AB 走高跳 武田　裕梨 比田勝中 1m43 原田あすか 豊玉中 1m30 永瀬　沙織 久田中 1m20 上野　愛実 久原中 1m20

糸瀬　悠美 比田勝中 1m20

Ｃ 走幅跳 山口　未来 豊玉小 4m14 大谷　　叶 佐須奈小 3m91 平山なつみ 豊玉小 3m80 小田　舞美 大船越小 3m70 坂本　奈那 北小ク 3m58 山川　　茜 TF比田勝 3m44

AB 走幅跳 主藤奈津子 厳原中 4m53 安木　志織 厳原中 3m89 田口　晴美 西部中 3m68

AB 砲丸投 早田　理紗 久原中 10m27 若狭　　咲 東部中 9m07 井上　詩織 東部中 8m61 中村　杏奈 東中ク 8m09 阿比留麻奈 加志々中 7m58 梅野　由紀 比田勝中 7m16

Ｃ ﾎﾞｰﾙ投 阿比留萌乃 豊玉JAC ◎44m86 惣島　美幸 鶏鳴小 43m04 多田　侑加 西小 40m44 築城　瑞希 乙宮小 40m18 山川　　茜 TF比田勝 37m80 梅野　　歩 乙宮小 34m52

備考　Ａ･…中学２,３年生　Ｂ･…中学１年生　Ｃ･…小学４,５,６年生　◎＝大会新　△＝大会ﾀｲ
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分
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