
平成２７年度 第１１回 西条市中学校総合体育大会（球技・武道） 結果

平成２７年６月２・３・４・５・６日 西条市総合体育館他

バスケットボール

男子 １回戦 西条北４５－１８小 松

準決勝 西条北５１－４４丹原東 東予東９１－６０西条南

決 勝 １９－ ９

４－１２西条北 ４９
１１－１３

４４ 東予東

１５－１０

女子 １回戦 丹原東５１－２９小 松 河 北５３－４９西条南

東予東８７－２５西条西 西条東３８－３３西条北

準決勝 河 北６５－４５丹原東 東予東５４－４５西条東

決勝 ８－１７

１７－１１東予東 ５８
１７－ ６

３６ 河 北

１６－ ２

サッカー

１回戦 西条北 ３－０ 河 北 西条南 ４－１ 東予西・小松

西条西 ３－２ 東予東 西条東 ６－０ 丹原東

準決勝 西条北 ６－０ 西条南 西条東 ２－１ 西条西

決 勝

西条北 ５
２－０

１ 西条東
３－１

軟式野球 １回戦 西条北 ４－１ 西条西 丹原西 ３－１ 丹原東

準々決勝 西条東１１－３ 西条南 西条北 ３－０ 東予西

東予東 ４－２ 小 松 河 北 ６－０ 丹原西

準決勝 西条東 ３－０ 西条北 東予東 ２－１ 河 北

決勝 東予東 ００４００００ ４

西条東 ０００００００ ０

バレーボール

男子１回戦 東予東 ２－０ 小 松 西条北 ２－０ 丹原東

２５－１９
決 勝 西条北 ２

２５－１８
０ 東予東



女子予選リーグＡ組 ①西条東２勝 ②西条西１勝１敗 ③河 北２敗

Ｂ組 ①西条南２勝 ②西条北１勝１敗 ③小 松２敗

Ｃ組 ①丹原東２勝 ②東予東１勝１敗 ③東予西２敗

決勝リーグ進出決定戦

西条東２－０西条北 西条南２－０東予東 丹原東２－１西条西

決勝リーグ 西条東２－０西条南 西条南２－０丹原東 西条東２－０丹原東

順位 ①西条東２勝 ②西条南１勝１敗 ③丹原東２敗

ソフトテニス

男子団体 １回戦 西条東 ２－１ 東予西 西条南 ２－１ 西条西

東予東 ３－０ 丹原東 西条北 ３－０ 河 北

準決勝 西条南 ２－０ 西条東 東予東 ２－０ 西条北

決 勝 西条南 ２－１ 東予東

男子個人 ①伊藤 優・日野颯太 （西条南）②新藤直樹・髙橋凜一郎（西条南）

③盛實太一・柳原健人 （西条南）③真木祥吾・福井彰太 （西条南）

⑤越智 健・越智 渉 （西条東）⑤伊藤駿希・羽藤彰悟 （西条北）

⑤渡邊太陽・大岩蒼空 （東予東）⑤武田早人・能瀬雄斗 （東予東）

女子団体 １回戦 河 北 ２－１ 西条西

準々決勝 東予東 ３－０ 河 北 小 松 ２－１ 東予西

西条南 ３－０ 丹原東 西条北 ３－０ 西条東

準決勝 東予東 ２－０ 小 松 西条南 ２－１ 西条北

決 勝 東予東 ２－０ 西条南

女子個人 ①佐々木亜美・杉本祐華 （東予東） ②加藤愛梨 ・野口理帆 （西条北）

③髙橋春妃 ・福田美結 （西条北） ③平木亮子 ・野口愛由 （東予東）

⑤佐伯美月 ・髙橋未優 （小 松） ⑤伊藤菜々美・松木瑠菜 （小 松）

⑤守矢二葉 ・冨田蒔乃 （西条南） ⑤渡邊祐芽 ・塚本穂乃花（東予西）

卓 球

男子団体予選リーグ

A組 ①西条南４勝 ②河 北３勝１敗 ③丹原西２勝２敗 ④小 松１勝３敗

⑤東予西４敗

B組 ①西条東３勝 ②西条北２勝１敗 ③東予東１勝２敗 ④丹原東３敗

決勝トーナメント

１回戦 西条北 ３－１ 西条南 西条東 ３－０ 河 北

決 勝 西条東 ３－２ 西条北

男子個人シングルス ①矢野 悠生（西条東）②渡邉 亮 （河 北）③近藤 匠 （東予東）

③髙橋 澪司（西条東）⑤近藤 伸明（西条北）⑤越智 葵揮（西条南）

⑤安部 峻輔（西条北）⑤髙橋 優太（西条南）

男子個人ダブルス ①安部匠紀・村上洋信 （西条東） ②松場大心・桐間智也 （西条東）

③森 翔一・笹倉佑太 （西条北） ③武田晴希・山中聖博 （西条南）



女子団体予選リーグ

A組 ①丹原西３勝 ②河 北２勝１敗 ③西条西１勝２敗 ④東予西３敗

B組 ①西条北３勝 ②東予東２勝１敗 ③西条東１勝２敗 ④丹原東３敗

決勝トーナメント

１回戦 東予東 ３－１ 丹原西 西条北 ３－０ 河 北

決 勝 西条北 ３－２ 東予東

女子個人シングルス ①幾島萌々子（東予東） ②廣瀬 亜美（東予東） ③越智 媛香（西条北）

③明星 乃愛（西条北） ⑤吉岡 李紗（東予東） ⑤鈴木 咲希（西条北）

⑤正岡 朋花（丹原西） ⑤今井 綾乃（丹原西）

女子個人ダブルス ①渡邊結菜・門田明日莉（東予東）②曽我部文・永井美優（西条北）

③白川茉奈美・久門茉央（西条東）③増田りりあ・星加早優（西条西）

バドミントン

男子団体 西条北

個人シングルス ①近藤 優斗（西条東） ②眞木 秀伍（丹原東）

③三谷 政文（西条北） ④寺川 一輝（西条東）

個人ダブルス ①大窪 優太・南條 晃平（西条北） ②武野 司・三谷 優人（西条北）

③吉村 蓮 ・佐伯 聖也（西条北） ④山西 順也・髙橋 章斗（西条北）

女子団体 西条北

個人シングルス ①清家萌々香（西条北） ②眞木ほのか（丹原東）

③伊藤 すず（西条西） ④村上 愛羅（西条北）

個人ダブルス ①石川 桃香・近藤 栞（西条北） ②藤原 綺咲・藤原 彩夏 （西条北）

③藤原 瑞樹・池田 桃夏（西条北） ④髙橋麻菜弥・横井 鮎夏 (西条北）

ソフトボール

女子１回戦 西条東 ５－１ 東予東 西条北 ４－１ 丹原西・東予西

準決勝 西条東１３－２ 西条南 西条北 ５－１ 丹原東

決 勝 西条北 ０２００１ ３

西条東 ００１３× ４

柔 道

男子団体リーグ戦 西条北３－２西条東

順位 優勝 西条北 準優勝 西条東

個人５０㎏級 ①清野 辰吾（西条北） ②丹 睦月（西条東） ③秦 瑶介（西条北）

５５㎏級 ①川上 大翔（西条東） ②元山 隆泰（西条北） ③日野 瑛紀（西条北）

６０㎏級 ①玉井 壽笑（東予西）

６６㎏級 ①岡本 陸（西条東） ②氏原 梳羅（西条東） ③満田 尚弥（西条北）

７３㎏級 ①楠 昂起（西条北） ②日野 弘大（西条北） ③髙橋純一郎（西条南）

８１㎏級 ①谷野宮冬馬（西条北）

９０㎏級 ①宮崎 優紀 (西条東)

９０㎏超級 ①寺田 龍生 (西条東) ②三並 真人 (西条北)



女子団体 西条北

女子個人４０㎏級 ①千葉来衣佳（西条北）

４４㎏級 ①池﨑 茉優（西条北）

４８㎏級 ①千葉瑠衣那（西条北）

５７㎏級 ①神野 風花（西条北）

剣 道

男子団体予選リーグ

Ａ組 ①西条北２勝 ②小 松１勝１敗 ③西条西２敗

Ｂ組 ①東予東３勝 ②丹原東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１回戦

西条北 ３－０ 丹原東 東予東 ３－０ 小 松

決勝 西条北 １－１ 東予東（代表決定戦で西条北が勝利）

優勝 西条北 準優勝 東予東

個人 ①梅林 大（東予東） ②西本 蓮（東予東） ③田中 竜斗（西条北）

④一色 孝太（東予東） ⑤玉井 颯太（小 松） ⑥山内 雄生（西条北）

⑦今井 僚哉（小 松） ⑧近藤 大悟（小 松）

女子団体予選リーグ

Ａ組 ①河 北３勝 ②西条北２勝１敗 ③西条東１勝２敗 ④丹原東３敗

Ｂ組 ①東予東３勝 ②東予西２勝１敗 ③西条西１勝２敗 ④西条南３敗

決勝トーナメント１回戦

東予東 ２－０ 西条北 河 北 ２－２ 東予西（本数差で河北が勝利）

決勝 東予東 ３－１ 河 北

優勝 東予東 準優勝 河 北

個人 ①杉野杏実果（東予東） ②芥川 悠里（河 北） ③丹下 治香（東予東）

④大北紗矢香（東予東） ⑤村上 千愛（西条北） ⑥菅 彩由菜（東予東）

⑦豊田佳那子（西条北） ⑧大西 佑依（東予東）
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第11回西条市中学校総合体育大会 2015年6月9日(火)
決勝一覧表

西条ひうち陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 松尾　大士 (1) 13.16 佐伯　悠希 (1) 13.24 江藤　龍希 (1) 13.35 久門　弘汰 (1) 13.98 曽我部琉稀 (1) 14.05 深井丈太朗 (1) 14.08 合田　周平 (1) 14.30 柳瀬　右京 (1) 14.42

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

１００ｍ 越智　海斗 (2) 11.82 糸藤　太陽 (2) 11.92 高橋　　涼 (2) 12.47 伊藤　裕太 (2) 12.79 戸田  裕也 (2) 12.89 伊藤　貴章 (2) 12.90 森　　遥紀 (2) 13.95 大谷　久也 (2) 14.08

（２年） 西条北  西条南  西条北  西条南  丹原東  西条北  西条南  西条東  

１００ｍ 伊藤　海斗 (3) 11.42 近藤謙太郎 (3) 11.94 石川　稜真 (3) 12.14 池田　鉄平 (3) 12.15 守矢　航大 (3) 12.79 本田　裕大 (3) 13.45 宇佐美壮真 (3) 13.50

（３年） 西条南  西条南  西条南  丹原西  西条北  西条北  西条北  

２００ｍ 伊藤　海斗 (3) 23.10 久門　大起 (3) 24.71 糸藤　太陽 (2) 25.05 高木　駿多 (3) 25.48 守矢　航大 (3) 26.48 高橋　　涼 (2) 26.55 戸田  裕也 (2) 26.80 伊藤　貴章 (2) 27.89

西条南  小松  西条南  西条南  西条北  西条北  丹原東  西条北  

４００ｍ 高木　駿多 (3) 56.42 国宇　翔生 (2) 59.03 梅本  翔弥 (3) 59.03 松尾　大士 (1) 59.56 大久保奏空 (2)  1:00.78 宇佐美壮真 (3)  1:02.16 佐伯　悠希 (1)  1:04.44 大谷　久也 (2)  1:06.20

西条南 小松 丹原西 西条北 西条北 西条北 小松 西条東

８００ｍ 伊藤　来輝 (2)  2:11.08 合田　尚生 (2)  2:12.45 松本　武豊 (3)  2:15.75 国宇　翔生 (2)  2:16.41 日野　凌羽 (3)  2:17.90 渡部　琢也 (3)  2:18.88 山﨑　快人 (3)  2:30.95 石川　源太 (2)  2:33.58

西条北 小松 西条南 小松 小松 西条北 西条南 西条北

１５００ｍ 日浅　　亨 (1)  5:00.95 田中　　匠 (1)  5:02.95 平塚　　光 (1)  5:04.04 熊野　太亮 (1)  5:07.94 廣田　拓郎 (1)  5:09.34 曽我部　光 (1)  5:10.96 久門　弘汰 (1)  5:12.51 柴垣　光佑 (1)  5:13.61

（１年） 東予東 東予西 小松 西条北 西条南 小松 小松 西条北

１５００ｍ 伊藤　来輝 (2)  4:24.60 合田　尚生 (2)  4:27.35 黒河　光貴 (2)  4:34.30 伊藤　裕太 (2)  4:45.93 長井  晶利 (2)  4:47.66 宮﨑　将生 (2)  5:09.35 石川　源太 (2)  5:17.95 矢野　零旺 (2)  5:28.17

（２年） 西条北 小松 東予東 西条南 東予西 西条北 西条北 西条南

１５００ｍ 日野　泰静 (3)  4:27.60 松本　武豊 (3)  4:32.15 日野　凌羽 (3)  4:39.05 渡部　琢也 (3)  4:41.91 佐伯　海斗 (3)  4:55.63 阿部　史弥 (3)  4:58.15 塩﨑　一羽 (3)  5:15.46 藤原　睦樹 (3)  5:26.24

（３年） 小松 西条南 小松 西条北 西条南 西条北 西条南 小松

３０００ｍ 黒河　光貴 (2)  9:29.15 日野　泰静 (3)  9:38.64 野間　陽佑 (2) 10:48.48 藤原　睦樹 (3) 10:59.85 宮﨑　将生 (2) 11:08.68 柴垣　光佑 (1) 11:12.89 山﨑　快人 (3) 11:14.03 日浅　　亨 (1) 11:18.40

東予東 小松 西条北 小松 西条北 西条北 西条南 東予東

１１０ｍＨ 石川　稜真 (3) 16.03 矢野　真次 (2) 19.44

(0.914m) 西条南  西条東  

４×１００ｍ 西条南 45.80 小松 49.85 西条北 49.94

  高木　駿多 (3)   国宇　翔生 (2)   守矢　航大 (3)

  伊藤　海斗 (3)   久門　大起 (3)   伊藤　貴章 (2)

  糸藤　太陽 (2)   合田　尚生 (2)   大久保奏空 (2)

  石川　稜真 (3)   佐伯　悠希 (1)   高橋　　涼 (2)

走高跳 荒井　健汰 (2) 1m55 藤原　悠也 (1) 1m05

西条東 西条東

走幅跳 矢野　真次 (2) 5m33 白川　貴之 (3) 5m21 田中　寿樹 (2) 4m92 江藤　龍希 (1) 4m85 合田　周平 (1) 4m57 野間　陽佑 (2) 4m52 渡部　史也 (2) 4m18 藤原丈太郎 (2) 3m98

西条東  0.0 西条南  0.0 西条南  0.0 西条南  0.0 西条東  0.0 西条北  0.0 西条北  0.0 西条北  0.0 

三段跳 越智　海斗 (2) 12m12 本田　裕大 (3) 10m41 越智　伊吹 (1) 8m60

西条北  0.0 西条北  0.0 西条北  0.0 

砲丸投 久門　大起 (3)  14m63 渡部　史也 (2)   8m60 近藤謙太郎 (3)   8m22 佐伯　海斗 (3)   8m14 田坂麟太郎 (3)   8m01 築山　孝輔 (1)   6m45 藤原丈太郎 (2)   5m70

(5.000kg) 小松 西条北 西条南 西条南 西条北 西条東 西条北

総合 西条北 １５５点 西条南 １４６点 小松 １０８点 西条東 ４１点 東予東 ２４点 東予西 １１点 丹原西 １１点 丹原東 ６点

男
　
　
　
　
子
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第11回西条市中学校総合体育大会 2015年6月9日(火)
決勝一覧表

西条ひうち陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 今井　美都 (1) 13.22 塩出　理子 (1) 13.56 清水　愛夢 (1) 14.20 加地　玲奈 (1) 14.40 久米　莉湖 (1) 14.50 伊藤　樹里 (1) 14.62 冠　　咲花 (1) 14.64 青野　早希 (1) 14.78

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

１００ｍ 大岩　真由 (2) 13.49 村上　愛奈 (2) 13.51 東條奈那子 (2) 14.01 矢葺　真唯 (2) 14.11 十亀日菜多 (2) 14.40 兵頭　里奈 (2) 14.42 三好　愛夏 (2) 15.86

（２年） 東予東  西条北  東予東  西条北  西条北  東予東  小松  

１００ｍ 阿部なつき (3) 13.46 中島　　凛 (3) 13.47 久米　唯璃 (3) 13.60 石井　那奈 (3) 13.80 長井　美樺 (3) 14.02 曽我部奈美 (3) 14.55

（３年） 西条北  東予東  東予東  西条南  東予東  丹原東  

２００ｍ 今井　美都 (1) 27.69 阿部なつき (3) 28.33 長井　美樺 (3) 29.07 兵頭　里奈 (2) 29.24 矢葺　真唯 (2) 29.26 十亀日菜多 (2) 29.61 加地　玲奈 (1) 29.91 曾我彩衣里 (2) 30.10

西条南  西条北  東予東  東予東  西条北  西条北  西条東  東予東  

８００ｍ 藤田　真優 (2)  2:21.13 西山　鈴夏 (2)  2:31.17 三村　　楓 (2)  2:31.85 菅　　優月 (3)  2:35.24 小丸　唯香 (3)  2:40.67 篠塚　美柚 (2)  2:44.43 藤田梨里花 (3)  2:53.70 戸田　杏樹 (1)  3:05.51

西条北 東予東 小松 西条南 西条北 東予東 西条南 西条東

１５００ｍ 山内　　姫 (1)  5:26.34 西原　瑠那 (1)  5:33.90 真木　美羽 (1)  5:35.18 大畠　琴音 (1)  5:46.60 二川　葉月 (1)  5:46.90

（１年） 東予東 西条南 東予東 西条南 西条南

１５００ｍ 藤田　真優 (2)  4:46.24 西山　鈴夏 (2)  5:13.47 三村　　楓 (2)  5:25.11 篠塚　美柚 (2)  5:41.28

（２年） 西条北 東予東 小松 東予東

１５００ｍ 菅　　優月 (3)  5:11.80 小丸　唯香 (3)  5:15.67 藤田梨里花 (3)  5:38.39

（３年） 西条南 西条北 西条南

１００ｍＨ 石井　那奈 (3) 16.91 石川　莉乃 (2) 18.18 神八　綾香 (3) 18.43

(0.762m) 西条南  西条北  西条北  

４×１００ｍ 東予東 51.85 西条北 52.45 西条南 53.13

  久米　唯璃 (3)   瀧水　幸虹 (3)   石井　那奈 (3)

  中島　　凛 (3)   村上　愛奈 (2)   今井　美都 (1)

  東條奈那子 (2)   塩出　理子 (1)   菅　　優月 (3)

  大岩　真由 (2)   阿部なつき (3)   清水　愛夢 (1)

走高跳 瀧水　幸虹 (3) 1m35 西原　瑠那 (1) 1m30 三﨑　　桜 (1) 西条東中 1m05

西条北 西条南 飯尾日奈子 (2) 西条東中

走幅跳 村上　愛奈 (2) 4m87 伊藤　樹里 (1) 4m32 清水　愛夢 (1) 4m27 塩出　理子 (1) 3m77 山﨑　麗美 (1) 3m52 矢野　晴菜 (1) 3m02

西条北  0.0 西条南  0.0 西条南  0.0 西条北  0.0 西条東  0.0 西条東  0.0 

砲丸投 伊藤　璃子 (3)  10m04 伊藤帆奈美 (3)   9m04 石川　莉乃 (2)   7m76 神八　綾香 (3)   6m80 米田　　和 (1)   6m33 森　　由樹 (1)   5m38

(2.721kg) 小松 西条南 西条北 西条北 西条北 西条南

四種競技 瀧水　幸虹 (3)  1460

西条北

22.08/ 0.0-1m30-7m55-29.35/ 0.0

総合 西条北 １３６点 西条南 １１１点 東予東 ９７点 西条東 ２６点 小松 ２２点 丹原東 ３点

100mH-走高跳-砲丸投-200m

女
　
　
　
　
子



時間 種目 出場選手 学校 コース タイム 順位 標準
9:30 女子４００ｍ自由形 渡部　仁美 西条北 4 5'16"8 1 ◎
9:38 岩間　薫乃 西条北 5 28"7 1 ◎

鴻上　芽唯 西条北 3 31"7 3
伊藤　華林 西条北 4 30"4 2 ◎

9:41 久岡和起 西条東 4 28"0 1 ◎
日野　覚心 東予東 3 34"1 2

9:45 男子２００ｍバタフライ 石原　慎太郎 東予東 4 3'22"0 1 ●
寺町　駿吾 丹原東 4 3'21"8 1 ●
西山　空 西条北 3 棄権 棄権

9:59 越智　祐介 東予東 5 1'32"2 3
高橋　海都 丹原東 2 1'32"3 4
清家　涼雅 西条北 3 1'24"0 1 ●
伊藤　皐聖 西条南 4 1'24"4 2

10:06 男子２００ｍ自由形 隈部　皓太 東予東 4 2'19"7 1 ◎
田丸　日菜 西条北 3 8'03"2 2
越智　楽々渚 丹原東 4 5'52"0 1 ◎

男子４００ｍ個人メドレー 越智　琉々 丹原東 5 5'36"0 1 ◎
丹　悠乃亜 西条北 4 3'12"1 2
越智　咲水 丹原西 3 3'08"1 1 ●

10:30 岩間　薫乃 西条北 3 1'03"2 1 ◎
鴻上　芽唯 西条北 4 1'09"0 3 ◎
伊藤　華林 西条北 5 1'07"3 2 ◎

10:35 女子２００ｍ自由形 渡部　仁美 西条北 4 2'31"9 1 ◎
石原　慎太郎 東予東 5 1'31"8 3
寺町　駿吾 丹原東 3 1'31"4 2
清家　涼雅 西条北 2 1'28"6 1 ●
西山　空 西条北 4 棄権 棄権

10:48 男子１００ｍバタフライ 越智　祐介 東予東 4 1'42"9 1 ●
10:54 隈部　皓太 東予東 3 1'02"3 2 ◎

日野　覚心 東予東 4 1'21"1 3
久岡和起 西条東 5 1'01"9 1 ◎

11:00 女子１００ｍ平泳ぎ 田丸　日菜 西条北 4 1'57"4 1 ●
越智　琉々 丹原東 4 2'37"5 1 ◎
高橋　海都 丹原東 3 3'19"3 2
越智　楽々渚 丹原東 3 2'51"0 1 ◎
丹　悠乃亜 西条北 4 3'09"5 2

11:13 男子２００ｍ背泳ぎ 伊藤　皐聖 西条南 4 3'20"5 1 ●
11:20 女子１００ｍ背泳ぎ 越智　咲水 丹原西 4 1'29"9 1 ●
11:25 渡部　仁美 西条北

岩間　薫乃 西条北 4'38"8 ◎
鴻上　芽唯 西条北
伊藤　華林 西条北

11:35 隈部　皓太 東予東
石原　慎太郎 東予東 5'54"6 ●
日野　覚心 東予東
越智　祐介 東予東

※複数いる種目のコースは当日決める。 ※　標準記録突破に◎

平成２７度　西条市中学校総合体育大会
水　泳　競　技　の　部　

総合得点　男子１位
総合得点　女子１位

東予東中　　　　　　７２　点
西条北中　　　　　１０３　点

男子１００ｍ自由形

女子５０ｍ自由形

女子１００ｍ自由形

プログラム　兼　タイム記録用紙

男子２００ｍ平泳ぎ
9:52

女子４００ｍ個人メドレー
10:13

男子５０ｍ自由形

1

1

男子メドレーリレー 4

女子２００ｍ背泳ぎ

男子１００ｍ背泳ぎ

女子リレー

女子２００ｍ個人メドレー

4

10:23

10:42

男子１００ｍ平泳ぎ

男子２００ｍ個人メドレー
11:06


