
第69回松山市中学校総合体育大会 場所 愛媛県総合運動公園陸上競技場

　　　　　　陸上競技の部 決 勝 記 録 一 覧 表 （ 男 子 ） 期日：平成27年6月15日～16日

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年１００ｍ

２年１００ｍ

３年１００ｍ

ト 15日 ２００ｍ 市村　　颯士(3) 24.01 神田　　翔太(2) 24.42 徳永　　　力(3) 24.46 浅海　　颯汰(3) 24.60 山本　　知宙(3) 24.65 澤田　　侑大(3) 24.76 大館　　侑弥(3) 24.78 月岡　　　柊(3) 24.83

愛光 椿 県立松山西 南 余土 西 雄新 桑原

４００ｍ

ラ 15日 ８００ｍ 桧垣　　　翔(3)  2:09.45 芳本　　涼平(3)  2:09.46 菅　　　颯斗(3)  2:11.73 高橋　健太郎(3)  2:13.15 井上　　和希(3)  2:13.31 八束　　　充(2)  2:15.85 白方　　匠磨(3)  2:22.03 谷口　　蒼太(3)  2:24.95

西 桑原 南 新田青雲 済美平成 道後 三津浜 西

１年１５００ｍ

ッ ２年１５００ｍ

３年１５００ｍ

ク 15日 ３０００ｍ 光田　　一駿(3)  9:21.09 久保　　昇陽(2)  9:40.64 岡田　　　樹(3)  9:48.23 武内　　伶郎(3)  9:57.13 片山　　裕斗(3)  9:58.13 森　　　聖也(3) 10:01.77 田畑　　直起(2) 10:11.11 渡部　　直樹(2) 10:11.49

南 道後 北条南 勝山 城西 久米 西 新田青雲

15日 １１０ｍＨ 中村　　鮎夢(3) 15.81 野本　　高宏(3) 16.09 松野　　  瞬(3) 16.37 川岡　　大輝(3) 17.40 久保　　柊馬(3) 17.59 藤田　　　海(3) 17.92 山見　　康介(2) 18.25

(0.914m) 愛大附属 南第二 雄新 南 勝山 道後 余土

４×１００ｍ

15日 走高跳 北條　　雄土(3) 1m72 江戸　　健人(3) 1m72 外田　　　颯(3) 1m69 飯　　　勇輔(3) 1m63 井上　　興紀(3) 1m60 石山　　大輝(3) 1m60 松永　　拓巳(3) 1m55 同順:黒川　　敦生(3) 1m55

久米 椿 西 道後 勝山 愛大附属 北 南第二

フ 15日 棒高跳 内山　　拓郎(3) 3m60 仙波　　友也(3) 3m40 桑村　　　当(2) 3m20 村上　　　然(3) 2m90 山本　　優太(3) 2m50 高橋　　玲良(2) 2m50 藤村　　祐輔(3) 2m20

ィ 桑原 桑原 桑原 県立松山西 椿 椿 北

｜ 15日 走幅跳 水木　　太郎(3)   6m17 岡田　　太一(2)   6m16 折手　　健人(3)   6m01 徳永　　　力(3)   5m90 藤田　　　海(3)   5m75 武智　　海斗(3)   5m59 中元　　颯馬(3)   5m52 鈴江　　海斗(3)   5m40

ル 愛大附属 愛大附属 道後 県立松山西 道後 南 西 愛大附属

ド 三段跳

砲丸投(5.000kg)

混 四種競技

成 (砲丸4.000kg)

110mH-SP-HJ-400m

【 NGR:大会新記録 】



第69回松山市中学校総合体育大会 場所 愛媛県総合運動公園陸上競技場

　　　　　　陸上競技の部 決 勝 記 録 一 覧 表 （ 女 子 ） 期日：平成27年6月15日～16日

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年１００ｍ

２年１００ｍ

ト ３年１００ｍ

15日 ２００ｍ 川中　　葵琳(2) 25.89 香川　　麻衣(3) 26.31 竹内　　夢乃(3) 26.66 和左田　玲奈(3) 27.02 本多　真悠子(3) 27.44 幸田　　桃子(2) 27.74 清水　　愛莉(2) 27.85 塩梅　　愛梨(3) 28.40

愛大附属 NGR 三津浜 城西 雄新 桑原 南 椿 北

ラ ８００ｍ

15日 １年１５００ｍ 高田　　　稜(1)  5:14.81 宮内　　夢実(1)  5:20.71 濵野　　友那(1)  5:23.47 村上　未和乃(1)  5:23.86 友近　　凜音(1)  5:25.62 中村　　早希(1)  5:33.14 植島　　千遥(1)  5:33.80 岡田　　倫佳(1)  5:34.13

道後 道後 南 津田 勝山 南 城西 三津浜

ッ 15日 ２年１５００ｍ 乘松　　凜香(2)  5:06.90 天野　　綺香(2)  5:08.96 中島　みなみ(2)  5:11.25 井上　あやね(2)  5:17.45 秋田　　萌香(2)  5:18.25 加納　　　響(2)  5:18.82 岡本　　　瞳(2)  5:21.06 山本　　夏未(2)  5:23.82

愛大附属 道後 道後 勝山 南 北条南 愛大附属 西

15日 ３年１５００ｍ 中村　　優希(3)  4:43.17 松本　のぞみ(3)  4:55.59 原田　　萌花(3)  4:55.94 近藤　　早紀(3)  4:59.66 西岡　　　優(3)  5:05.36 篠原　　　叶(3)  5:06.23 中村　　　恵(3)  5:12.58 中塚　　遥南(3)  5:15.37

南 NGR 南 南 道後 椿 余土 道後 椿

ク 15日 １００ｍＨ 尾崎　　萌音(3) 16.27 矢野　沙和佳(3) 16.30 片坐　　理乃(2) 16.36 甲谷　　桜子(2) 16.48 玉井　　真奈(2) 16.56 佐藤　　穂里(2) 16.94 秦　　　彩華(3) 17.05

(0.762m) 道後 久米 道後 雄新 余土 城西 城西

４×１００ｍ

走高跳

走幅跳

15日 砲丸投(2.721kg) 松本　　希子(3)  10m62 西村　　知紗(3)  10m16 築山　　　葵(2)   8m94 上永　　あい(2)   8m80 松本　菜緒花(3)   8m55 中越　　　琳(3)   8m33 増田　すずな(3)   8m27 森　　　由希(2)   8m13

椿 愛大附属 三津浜 北 三津浜 南第二 南 余土

混 四種競技

成

100mH-HJ-SP-200m

【 NGR:大会新記録 】
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