
平成２７年度 第１１回 西条市中学校新人体育大会（球技・武道） 結果

平成２７年９月２９日・３０日 西条市総合体育館他

バスケットボール

男子 リーグ戦 西条北７３－３３西条南 西条北８０－２４小 松

丹原東７２－３２東予東 丹原東１０１－２８小 松

西条南６６－４５東予東

西条北６４－２１丹原東 西条南９５－２０小 松

西条南５０－４３丹原東 東予東９０－２６小 松

西条北９８－２３東予東

①西条北４勝 ②西条南３勝１敗 ③丹原東２勝２敗 ④東予東１勝３敗 ⑤小松４敗

女子 予選Ａ組 ①東予東 ３勝 ②西条東 ２勝１敗 ③西条西 １勝２敗 ④小 松 ３敗

予選Ｂ組 ①西条南 ３勝 ②西条北 ２勝１敗 ③河 北 １勝２敗 ④丹原東 ３敗

準決勝 東予東５５－３５西条北 西条南７６－２５西条東

決勝 １０－ ４

１８－ ６西条南 ７０
２１－ ８

２９ 東予東

２１－１１

サッカー

準々決勝 西条南１－０西条東 西条北７－０河 北

東予西・小松３－１西条西 東予東１４－０丹原東

準決勝 西条北３－０西条南 東予東８－０東予西・小松

決 勝

西条北 ３
１－２

２ 東予東
２－０

軟式野球

準々決勝 西条北 ７－３ 西条東 東予東 ２－１ 丹原東

西条西 ７－１ 河北・小松 東予西・丹原西 ９－８ 西条南

準決勝 西条北 １－０ 東予東 西条西 １－０ 東予西・丹原西

決 勝 西条北 ０００００１０ １

西条西 ０００００００ ０



バレーボール

男子リーグ戦 西条北２－０丹原東 東予東２－１小 松 西条北２－０小 松

東予東２－０丹原東 小 松２－０丹原東 東予東２－０西条北

順位 ①東予東３勝 ②西条北２勝１敗 ③小 松１勝２敗 ④丹原東３敗

女子 予選リーグＡ組 ①東予西２勝 ②西条西１勝１敗 ③丹原東２敗

Ｂ組 ①西条東２勝 ②西条南１勝１敗 ③河 北２敗

Ｃ組 ①西条北２勝 ②小 松１勝１敗 ③東予東２敗

決勝リーグ進出決定戦

東予西２－０西条南 西条東２－０小 松 西条北２－０西条西

決勝リーグ 西条東２－０東予西 西条東２－０西条北 西条北２－０東予西

順位 ①西条東２勝 ②西条北１勝１敗 ③東予西２敗

ソフトテニス

男子団体 予選リーグＡ組 ①東予東３勝 ②西条南２勝１敗 ③丹原東１勝２敗 ④西条北３敗

Ｂ組 ①西条西３勝 ②東予西１勝２敗 ③河 北１勝２敗 ④西条東１勝２敗

決勝トーナメント 準決勝 東予東２－０東予西 西条西２－０西条南

決 勝 東予東２－０西条西

男子個人 ①渡邊 太陽・能瀬 雄斗（東予東） ②工藤 温人・伊藤 安輝（西条南）

③工藤 駿斗・武田 右京（東予東） ③山本 伊吹・神野 雷真（西条北）

女子団体

予選リーグＡ組

①丹原東３勝１敗 ②東予東３勝１敗 ③小 松３勝１敗 ④西条西１勝３敗 ⑤河 北４敗

予選リーグＢ組

①東予西３勝 ②西条北２勝１敗 ③西条南１勝２敗 ④西条東３敗

決勝トーナメント

準決勝 丹原東２－１西条北 東予西２－１東予東

決 勝 丹原東２－１東予西

女子個人 ①野口 愛由・豊田 彩織（東予東） ②渡邊 祐芽・塚本穂乃花（東予西）

③酒井 美悠・松木 花鈴（河 北） ③戸田 聖・藤本菜々美（丹原東）



卓 球

男子団体予選リーグ

A組 ①西条北４勝 ②西条東３勝１敗 ③東予東２勝２敗 ④丹原東１勝３敗

⑤東予西４敗

B組 ①西条南３勝 ②小 松１勝２敗 ③河 北１勝２敗 ④丹原西１勝２敗

（勝率による）

決勝トーナメント

準決勝 西条北３－２小 松 西条南３－１西条東

決 勝 西条南３－２西条北

男子個人シングルス ①越智 耀介（丹原西） ②玉井 綜真（小 松）

③村上 洋信（西条東） ③江原 颯刀（東予東）

男子個人ダブルス ①小山 晟矢・渡辺 尊（西条東） ②西原 結生・別宮 凱（東予東）

③渡部 紘平・櫻井 生羽（丹原西） ③大下 優紀・藤原 駿児（西条東）

女子団体予選リーグ

A組 ①丹原西３勝 ②西条西２勝１敗 ③東予東１勝２敗 ④東予西３敗

B組 ①丹原東３勝 ②西条北２勝１敗 ③西条東１勝２敗 ④河 北３敗

決勝トーナメント

準決勝 丹原西３－１西条北 丹原東３－０西条西

決 勝 丹原西３－１丹原東

女子個人シングルス ①西村あかり（丹原西） ②幾島萌々子（東予東）

③永井 美優（西条北） ③正岡 朋花（丹原西）

女子個人ダブルス ①黒河 文香・水野 杏南（西条北） ②菅 真里亜・永井 香羽（丹原東）

③山之内彩花・玉井 佑果（丹原東） ③池田 桜花・白石 愛花（西条北）

バドミントン

男子 団体 西条北

個人シングルス ①武野 司（西条北） ②河端香太朗（西条北） ③十河 蓮（西条北）

個人ダブルス ①佐伯 聖也・三谷 優人（西条北） ②松川 巧・松川 弘（西条北）

女子 団体 西条北

個人シングルス ①伊藤 すず（西条西） ②眞木ほのか（丹原東） ③村上 愛羅（西条北）

④榎木ディアナ（西条北）

個人ダブルス ①清家萌々香・近藤 栞（西条北） ②藤原 綺咲・藤原 彩夏（西条北）

③池田 桃夏・池田 梅香（西条北） ④石川穂乃佳・髙橋 彩（西条北）



ソフトボール

女子 予選リーグ Ａ組 東予東５－４西条北 西条東６－２西条北 西条東５－１東予東

Ｂ組 丹原東１５－０丹原西・東予西 丹原東１２ー０西条南

西条南１１－２丹原西・東予西

準決勝 西条東 １８ － ０ 西条南 丹原東 ９－０ 東予東

決勝 西条東 ０２０００００１ ３

丹原東 ２００００００２× ４

柔 道

男子 団体リーグ戦 西条北５－０西条南 西条北４－１西条東 西条東４－１西条南

順位 ①西条北 ２勝 ②西条東１勝１敗 ③西条南 ２敗

個人５０㎏級 ①砂田 直希（西条北） ②佐々木悠人（西条北） ③永野 将豪（西条東）

５５㎏級 ①丹 睦月（西条東） ②加藤 亮祐（西条北） ③藤田華偉人（西条北）

６０㎏級 ①長野 颯哉（西条北） ②山内 陽海（西条北）

６６㎏級 ①越智 彪至（西条東） ②兒山 仁哉（西条東） ③青木 一晟（西条東）

７３㎏級 ①高橋純一郎（西条南） ②岡本 陸（西条東） ③佐々木拓斗（西条北）

８１㎏級 ①日野 弘大（西条北） ②谷野宮冬馬（西条北）

９０㎏級 ①潮田 知勇（西条北）

９０㎏級超 ①三並 真人（西条北）

女子 団体 順位 ①西条北

個人４４㎏級 ①千葉来衣佳（西条北）

４８㎏級 ①池﨑 茉優（西条北）

剣 道

男子 団体予選リーグ

Ａブロック ①西条北 ②西条南 ③東予東

Ｂブロック ①西条東 ②丹原東 ③西条西 ④小 松

団体決勝トーナメント

準決勝 西条北 ２－１ 丹原東 西条南 １(3)－１(2) 西条東

決 勝 西条北 ３－０ 西条南 （勝ち本数差による）

個人 ①西本 蓮（東予東） ②渡部 邦仁（丹原東）

③伊藤 萩生（河 北） ③菅 大二朗（東予東）

女子 団体決勝リーグ

①河 北 ②東予東 ③西条北 ④西条南 ⑤西条西

個人 ①山内 晶結（西条北） ②杉野杏実果（東予東）

③菅 彩由菜（東予東） ③森川 夏帆（河 北）
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第11回西条市中学校新人体育大会 2015年10月7日(水)
決勝一覧表

西条市ひうち陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 松尾　大士 (1) 12.70 江藤　龍希 (1) 12.90 久門　弘汰 (1) 13.39 曽我部琉稀 (1) 13.48 深井丈太朗 (1) 13.75 柳瀬　右京 (1) 13.88 矢野　颯馬 (1) 14.34

(１年） 西条北  西条南  小松  小松  西条北  東予東  西条南  

１００ｍ 越智　海斗 (2) 11.83 糸藤　太陽 (2) 11.99 伊藤　裕太 (2) 12.52 戸田　裕也 (2) 12.69 大久保奏空 (2) 13.22

(２年) 西条北  西条南  西条南  丹原東  西条北  

２００ｍ 糸藤　太陽 (2) 24.83 松木　快緯 (2) 26.18 佐伯　悠希 (1) 26.31 戸田　裕也 (2) 26.41 森　　遥紀 (2) 27.93 曽我部琉稀 (1) 28.25 深井丈太朗 (1) 29.05 越智　伊吹 (1) 31.80
西条南  小松  小松  丹原東  西条南  小松  西条北  西条北  

４００ｍ 松尾　大士 (1) 57.21 伊藤　裕太 (2) 57.45 国宇　翔生 (2) 59.63 大久保奏空 (2)  1:00.57 鈴木　尚嬉 (1)  1:05.42
西条北 西条南 小松 西条北 西条東

８００ｍ 合田　尚生 (2)  2:15.53 荒井　健汰 (2)  2:19.66 国宇　翔生 (2)  2:22.69 柴垣　光佑 (1)  2:33.61 矢野　颯馬 (1)  2:36.04 曽我部　光 (1)  2:41.20 熊野　太亮 (1)  2:42.27 藤原　悠也 (1)  2:44.15
小松 西条東 小松 西条北 西条南 小松 西条北 西条東

１５００ｍ 日浅　　亨 (1)  4:54.30 田中　　匠  (1)  4:56.90 廣田　拓郎 (1)  4:57.33 平塚　  光 (1)  5:01.46 柴垣　光佑 (1)  5:03.36 熊野　太亮 (1)  5:11.80 藤田健太郎 (1)  5:18.39 近藤　大斗 (1)  6:29.25

(１年） 東予東 東予西 西条南 小松 西条北 西条北 西条北 西条東

１５００ｍ 伊藤　来輝 (2)  4:21.17 合田　尚生 (2)  4:43.59 長井　晶利 (2)  4:52.11 野間　陽佑 (2)  4:58.58 宮﨑　将生 (2)  5:08.11 森　　遥紀 (2)  5:28.42

(２年) 西条北 小松 東予西 西条北 西条北 西条南

３０００ｍ 伊藤　来輝 (2)  9:20.94 黒河　光貴 (2)  9:27.73 宮﨑　将生 (2) 10:48.66 藤田健太郎 (1) 10:52.82 廣田　拓郎 (1) 11:04.41 平塚　  光 (1) 11:07.82 大谷　久也 (2) 11:28.76
西条北 東予東 西条北 西条北 西条南 小松 西条東

１１０ｍＨ

(0.914m)

４×１００ｍ 西条南 47.42 西条北 48.30 小松 49.66 西条東 51.66

  田中　寿樹 (2)   松尾　大士 (1)   国宇　翔生 (2)   大谷　久也 (2)

  糸藤　太陽 (2)   越智　海斗 (2)   佐伯　悠希 (1)   矢野　真次 (2)
  江藤　龍希 (1)   石川　源太 (2)   久門　弘汰 (1)   築山　孝輔 (1)
  伊藤　裕太 (2)   大久保奏空 (2)   松木　快緯 (2)   荒井　健汰 (2)

走高跳 荒井　健汰 (2) 1m60
西条東

走幅跳 田中　寿樹 (2) 5m24 矢野　真次 (2) 5m18 江藤　龍希 (1) 5m16 石川　源太 (2) 4m72 久門　弘汰 (1) 4m70 合田　周平 (1) 4m54 藤原丈太郎 (2) 3m53 近藤　大斗 (1) 3m33
西条南  0.0 西条東  0.0 西条南  0.0 西条北  0.0 小松  0.0 西条東  0.0 西条北  0.0 西条東  0.0 

三段跳 越智　海斗 (2) 12m06 田中　寿樹 (2) 10m48 渡部　史也 (2) 10m10 越智　伊吹 (1) 8m14
西条北  0.0 西条南  0.0 西条北  0.0 西条北  0.0 

砲丸投 石川　源太 (2)   9m54 渡部　史也 (2)   9m21 築山　孝輔 (1)   7m80 藤原丈太郎 (2)   6m62
(5.000kg) 西条北 西条北 西条東 西条北

１００ｍ 今井　美都 (1) 12.89 塩出　理子 (1) 13.67 清水　愛夢 (1) 13.96 伊藤　樹里 (1) 14.12 冠　　咲花 (1) 14.18 加地　玲奈 (1) 14.38 青野　早希 (1) 14.64 久米　莉湖 (1) 14.64
(１年） 西条南  西条北  西条南  西条南  東予東  西条東  東予東  東予東  
１００ｍ 大岩　真由 (2) 13.74 村上　愛奈 (2) 13.88 東條奈那子 (2) 14.13 矢葺　真唯 (2) 14.31 十亀日菜多 (2) 14.40 兵頭　里奈 (2) 14.57 伊藤　　和 (2) 15.19 三好　愛夏 (2) 15.64
(２年) 東予東  西条北  東予東  西条北  西条北  東予東  小松  小松  

２００ｍ 今井　美都 (1) 27.02 大岩　真由 (2) 28.40 東條奈那子 (2) 29.11 塩出　理子 (1) 29.87 十亀日菜多 (2) 29.90 加地　玲奈 (1) 29.94 矢葺　真唯 (2) 30.47 兵頭　里奈 (2) 30.60
西条南  東予東  東予東  西条北  西条北  西条東  西条北  東予東  

８００ｍ 西山　鈴夏 (2)  2:34.08 三村　　楓 (2)  2:37.70 山内　　姫 (1)  2:48.47 真木　美羽 (1)  2:51.78 大畠　琴音 (1)  2:52.60 二川　葉月 (1)  2:55.19
東予東 小松 東予東 東予東 西条南 西条南

１５００ｍ 山内　　姫 (1)  5:34.77 真木　美羽 (1)  5:35.31 鎌倉　芽生 (1)  5:43.18 大畠　琴音 (1)  5:43.22 二川　葉月 (1)  5:48.57 村上　知穂 (1)  6:07.45 徳増　花音 (1)  6:18.65
(１年） 東予東 東予東 東予西 西条南 西条南 東予西 東予東

１５００ｍ 藤田　真優 (2)  4:59.04 西山　鈴夏 (2)  5:25.14 篠塚　美柚 (2)  5:53.32

(２年) 西条北 東予東 東予東

１００ｍＨ 西原　瑠那 (1) 17.57 石川　莉乃 (2) 18.68

(0.762m) 西条南  西条北  

４×１００ｍ 西条南 52.72 西条北 53.33 東予東 54.35 西条東 59.85

  清水　愛夢 (1)   十亀日菜多 (2)   東條奈那子 (2)   三﨑　　桜 (1)

  今井　美都 (1)   塩出　理子 (1)   冠　　咲花 (1)   加地　玲奈 (1)

  伊藤　樹里 (1)   矢葺　真唯 (2)   青野　早希 (1)   三浦　純菜 (1)

  西原　瑠那 (1)   村上　愛奈 (2)   大岩　真由 (2)   山﨑　麗美 (1)

走高跳 西原　瑠那 (1) 1m35 岩崎　莉子 (1) 1m05 三﨑　　桜 (1) 1m00
西条南 東予東 西条東

走幅跳 村上　愛奈 (2) 4m93 伊藤　樹里 (1) 4m37 清水　愛夢 (1) 4m30 山﨑　麗美 (1) 3m80
西条北  0.0 西条南  0.0 西条南  0.0 西条東  0.0 

砲丸投 石川　莉乃 (2)   8m18 森　　由樹 (1)   7m64 矢野　晴菜 (1)   6m17

(2.721kg) 西条北 西条南 西条東

男
 
 
 
 
子

女
 
 
 
 
 
子


