
平成２８年度 第１２回 西条市中学校新人体育大会（球技・武道） 結果

平成２８年１０月３日・４日・６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６９－３９東予東 西条南６１－５７小 松

丹原東４６－４１東予東 西条北８５－２４西条南

丹原東６７－４０小 松

小 松５３－４０東予東 西条北４７－３８丹原東

西条北６２－３０小 松 丹原東５６－５６西条南

東予東７４－４１西条南

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

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

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

準決勝 丹原東４６－３４西条北 河 北９０－４８西条西

決勝 １５－ ９

１２－ ２河 北 ５８
１１－ ７

２８ 丹原東

２０－１０

サッカー

準々決勝 東予東１２－１東予西・小松 河 北２－０西条北

西条南 ３－２西条西 西条東３－２丹原東

準決勝 東予東４－１河 北 西条東６－１西条南

決 勝

東予東 ８
２－１

１ 西条東
６－０

軟式野球

１回戦 丹原東 ３－２ 西条南

準々決勝 丹原東１１－２ 小 松 河 北 ６－０ 東予東

西条北 ３－０ 西条東 西条西 ７－５ 東予西・丹原西

準決勝 河 北 ４－３ 丹原東 西条西 ４－３ 西条北

決 勝 河 北 ０００１０００ １

西条西 ３０１１０１× ６



バレーボール

男子リーグ戦 小 松２－０丹原東 西条北２－１東予東 小 松２－０東予東

西条北２－０丹原東 東予東２－０丹原東 小 松２－１西条北

順位 ①小松３勝 ②西条北２勝１敗 ③東予東１勝２敗 ④丹原東３敗

女子 予選リーグＡ組 ①小 松２勝 ②東予西１勝１敗 ③西条北２敗

Ｂ組 ①西条東２勝 ②西条南１勝１敗 ③西条西２敗

Ｃ組 ①丹原東２勝 ②東予東１勝１敗 ③河 北２敗

決勝リーグ進出決定戦

小 松２－０西条南 西条東２－０東予東 東予西２－０丹原東

決勝リーグ 小 松２－０西条東 東予西２－１西条東 小 松２－１東予西

順位 ①小 松２勝 ②東予西１勝１敗 ③西条東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丹原東１勝２敗 ③河 北１勝２敗 ④東予西１勝２敗

（②～④は得失ポイントによる）

Ｂ組 ①西条西３勝 ②西条南２勝１敗 ③西条北１勝２敗 ④西条東３敗

決勝トーナメント 準決勝 東予東２－１西条南 丹原東２－０西条西

決 勝 東予東２－１丹原東

男子個人 ①工藤 駿斗・武田 右京（東予東） ②浜田 美瑛・福岡蒼一郎（河 北）

③小松 瑠生・髙橋 理玖（東予西） ③兼頭 恵悟・宮田 蒼空（丹原東）

女子団体

予選リーグＡ組

①丹原東４勝 ②小松２勝２敗 ③西条南２勝２敗 ④東予西１勝３敗 ⑤河北１勝３敗

（②③、④⑤は直接の対戦結果による）

予選リーグ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西条西３敗

決勝トーナメント

準決勝 東予東２－１丹原東 西条北２－１小 松

決 勝 東予東２－０西条北

女子個人 ①渡邊 祐芽・松木 美望（東予西） ②伊藤 朱希・秦 楓乃（西条東）

③淺木 真夏・越智萌々香（西条西） ③伊手 玲愛・西村 采華（丹原東）



卓 球

男子団体予選リーグ

A組 ①東予東４勝 ②西条東３勝１敗 ③丹原西２勝２敗 ④丹原東１勝３敗

⑤西条北４敗

B組 ①小 松３勝 ②西条南２勝１敗 ③東予西１勝２敗 ④河 北３敗

決勝トーナメント

準決勝 東予東３－１西条南 西条東３－１小 松

決 勝 東予東３－２西条東

男子個人シングルス ①梅木 皓清（西条東） ②木原 利輝（丹原東）

③桐間 和輝（西条東） ③櫻井 生羽（丹原西）

男子個人ダブルス ①櫻木 一徹・別宮 凱（東予東） ②木村 仁紀・伊藤 愛弥（西条南）

③汐崎 充樹・丹 結采（西条南） ③加藤 蒼葉・塩﨑 蓮（西条東）

女子団体予選リーグ

A組 ①丹原東３勝 ②東予西２勝１敗 ③丹原西１勝２敗 ④西条西３敗

B組 ①東予東２勝 ②西条北１勝１敗 ③西条東２敗

決勝トーナメント

準決勝 丹原東３－２西条北 東予東３－０東予西

決 勝 東予東３－０丹原東

女子個人シングルス ①大岩 綾乃（東予東） ②石水沙也香（東予東）

③高木 成美（丹原東） ③玉井帆乃香（丹原東）

女子個人ダブルス ①井村 天音・武田 妃南（東予東） ②眞鍋 桜・大澤 紅音（丹原東）

③新宅 千咲・石水沙也香（東予東） ③薦田明日香・山内 愛実（東予東）

バドミントン

男子 団体 西条北

個人シングルス ①近藤 遥斗（西条東） ②松川 弘（西条北） ③十河 迅（西条北）

③渡邊 主 （西条北）

個人ダブルス ①武野 司・松川 巧（西条北） ②河端 香太朗・河田 倖輝（西条北）

③伊藤 大喜・大川 響（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大森 星空（西条北） ③村上 愛羅（西条北）

③槇木 ほのか（丹原東）

個人ダブルス ①冨岡 来夢・山岡 優羽（東予東） ②髙橋 愛花・林 ひかり（西条北）

③森口 明香・萩尾 美佑（西条北）



ソフトボール

女子 予選リーグ Ａ組 西条東９－４丹原西･東予西 丹原東３－４丹原西･東予西

西条東５－６丹原東

Ｂ組 西条南４－７西条北 西条北８－４東予東

西条南２－４東予東

準決勝 西条東 １１ － ２ 東予東 丹原東 ６－２ 西条北

決勝 西条東 ２０１０１ ４

丹原東 ００００２ ２

柔 道

男子 団体リーグ戦 西条北５－０西条南 西条北３－１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永野 将豪（西条東） ②一色 晟（西条東） ③伊藤 蓮（西条南）

５５㎏級 ①膳 武竜（西条東） ②川上 瑛士（西条東） ③元山 聖己（西条北）

６０㎏級 ①藤田華偉人（西条北） ②加藤 亮祐（西条北） ③宮崎 聖也（西条北）

６６㎏級 ①石川 詩起（西条北） ②山内 陽海（西条北）

７３㎏級 ①兒山 仁哉（西条東） ②伊藤 拓馬（西条北）

８１㎏級 ①佐々木拓斗（西条北）

９０㎏級 ①日野 弘大（西条北） ②小池 武蔵（西条南） ③西原 快輝（西条南）

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）

５２㎏級 ①池﨑 茉優（西条北） ②矢野 楓佳（西条北）

５７㎏級 ①柴垣 志帆（西条北）

剣 道

男子 団体予選リーグ

Ａブロック ①東予西３勝 ②西条北２勝１敗 ③西条西１勝２敗 ④東予東３敗

Ｂブロック ①丹原東３勝 ②西条東２勝１敗 ③小 松１勝２敗 ④河 北３敗

団体決勝トーナメント

準決勝 東予西 ４－０ 西条東 丹原東 ３－０ 西条北

決 勝 丹原東 ２－０ 東予西

個人 ①市村 宣成（河 北） ②今井 晴信（東予西）

③日野 優璃（西条東） ③畑中 凜（東予東）

女子 団体予選リーグ

Ａブロック ①河 北２勝 ②東予西１勝１敗 ③西条西２敗

Ｂブロック ①東予東３勝 ②西条南１勝２敗 ③西条北１勝２敗 ④丹原東１勝２敗

（②～④は勝者数、勝本数による）

準決勝 河 北 ４－１ 西条南 東予東 ２－１ 東予西

決 勝 河 北 ２－２ 東予東 （勝本数による）

個人 ①芥川 愛梨（河 北） ②山内 晶結（西条北）

③岡田 七海（東予東） ③竹内 美里（東予東）
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第12回西条市中学校新人体育大会 2016年10月11日(火)
決勝一覧表

西条市ひうち陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

10/11 １００ｍ 真木　章汰 (1) 13.28 国宇琉依斗 (1) 13.41 井上　雄斗 (1) 13.57 皆見　遥斗 (1) 13.67 池田竜太朗 (1) 13.68 猪川　将熙 (1) 14.09 鋤崎　空知 (1) 14.22 丹　　直紀 (1) 14.32

（1年） 東予東 +1.8 小松 +1.8 西条北 +1.8 西条南 +1.8 丹原西 +1.8 小松 +1.8 西条北 +1.8 西条東 +1.8 

10/11 １００ｍ 佐伯　悠希 (2) 12.54 江藤　龍希 (2) 12.63 鈴木　尚嬉 (2) 13.23 曽我部琉稀 (2) 13.36 栁瀬　右京 (2) 13.77 深井丈太朗 (2) 13.78 藤原　悠也 (2) 14.00 築山　孝輔 (2) 14.44

（2年） 小松 -0.8 西条南 -0.8 西条東 -0.8 小松 -0.8 東予東 -0.8 西条北 -0.8 西条東 -0.8 西条東 -0.8 

10/11 ２００ｍ 佐伯　悠希 (2) 24.98 江藤　龍希 (2) 25.27 築山　孝輔 (2) 28.62 皆見　遥斗 (1) 29.32 猪川　将熙 (1) 30.58 長井礼来斗 (1) 30.98 近藤　大斗 (2) 34.07
小松 +1.5 西条南 +1.5 西条東 +1.5 西条南 +1.5 小松 +1.5 東予東 +1.5 西条東 +1.5 

10/11 ４００ｍ 曽我部琉稀 (2) 59.75 栁瀬　右京 (2)  1:03.03 鈴木　雄太 (1)  1:08.09 国宇琉依斗 (1)  1:10.86
小松 東予東 西条北 小松

10/11 ８００ｍ 松浦　珠羽 (2)  2:18.09 柴垣　光佑 (2)  2:22.05 水津　悠斗 (1)  2:23.62 曽我部　光 (2)  2:25.83 鈴木　尚嬉 (2)  2:28.37 鈴木　雄太 (1)  2:34.62 岡田　凌聖 (1)  2:35.22
丹原西 西条北 東予東 小松 西条東 西条北 小松

10/11１５００ｍ 津本　優真 (1)  4:34.24 水津　悠斗 (1)  4:34.35 藤田　颯生 (1)  4:46.44 鋤崎　空知 (1)  4:51.60 越智　蒼麻 (1)  4:59.51 野村　翔太 (1)  4:59.90 三浦　竜成 (1)  5:06.19 岡田　凌聖 (1)  5:10.74

（1年） 西条北 東予東 西条西 西条北 丹原西 西条北 西条東 小松

10/11１５００ｍ 柴垣　光佑 (2)  4:34.75 藤田健太郎 (2)  4:58.49 藤原　悠也 (2)  5:18.88 近藤　大斗 (2)  5:59.60

（2年） 西条北 西条北 西条東 西条東

10/11３０００ｍ 津本　優真 (1) 10:02.99 藤田　颯生 (1) 10:18.64 藤田健太郎 (2) 10:41.44 野村　翔太 (1) 10:52.79 赤本鼓太郎 (1) 11:08.45
西条北 西条西 西条北 西条北 東予東

10/11４×１００ｍ 小松 49.70 西条北 52.81 西条東 52.94 東予東 53.48

  久門　弘汰 (2)   國田　尚吾 (2)   藤原　悠也 (2)   栁瀬　右京 (2)

  曽我部琉稀 (2)   深井丈太朗 (2)   鈴木　尚嬉 (2)   真木　章汰 (1)

  曽我部　光 (2)   井上　雄斗 (1)   丹　　直紀 (1)   水津　悠斗 (1)

  佐伯　悠希 (2)   柴垣　光佑 (2)   築山　孝輔 (2)   清水　陸斗 (1)
10/11 走幅跳 曽我部　光 (2) 5m17 合田　周平 (2) 5m06 真木　章汰 (1) 4m81 深井丈太朗 (2) 4m49 丹　　直紀 (1) 3m98

小松  0.0 西条東  0.0 東予東  0.0 西条北  0.0 西条東  0.0 

10/11 砲丸投 久門　弘汰 (2)  11m98 國田　尚吾 (2)   8m44 井上　雄斗 (1)   6m61 渡部　力也 (1)   5m24 伊藤　暉斗 (1)   4m93
(5.000kg) 小松 西条北 西条北 西条南 東予東

10/11 １００ｍ 高木　彩瑛 (1) 13.29 飯尾　　心 (1) 13.31 岡田愛唯莉 (1) 13.43 藤田　結菜 (1) 13.63 桑原萌々伽 (1) 13.70 日山　茉優 (1) 14.04 三浦　彩花 (1) 14.41 久門　未来 (1) 14.95
（1年） 西条東 -0.0 西条北 -0.0 西条西 -0.0 西条北 -0.0 西条南 -0.0 東予東 -0.0 西条北 -0.0 西条東 -0.0 

10/11 １００ｍ 塩出　理子 (2) 13.01 清水　愛夢 (2) 13.60 冠　　咲花 (2) 13.61 伊藤　樹里 (2) 13.62 加地　玲奈 (2) 14.30 青野　早希 (2) 14.57 山﨑　麗美 (2) 15.21
（2年） 西条北 +0.6 西条南 +0.6 東予東 +0.6 西条南 +0.6 西条東 +0.6 東予東 +0.6 西条東 +0.6 

10/11 ２００ｍ 塩出　理子 (2) 27.47 高木　彩瑛 (1) 27.86 桑原萌々伽 (1) 28.29 日山　茉優 (1) 28.44 加地　玲奈 (2) 29.05 青野　早希 (2) 30.47 徳増　花音 (2) 31.99
西条北 +1.1 西条東 +1.1 西条南 +1.1 東予東 +1.5 西条東 +1.5 東予東 +1.5 東予東 +1.5 

10/11 ８００ｍ 冠　　咲花 (2)  2:25.91 矢野　朱音 (1)  2:28.32 山内　　姫 (2)  2:32.08 塩崎　華菜 (1)  2:46.96 二川　葉月 (2)  2:48.12 三浦　純菜 (2)  3:08.32 松木　玲乃 (1)  3:15.55
東予東 西条北 東予東 西条南 西条南 西条東 西条東

10/11１５００ｍ 矢野　朱音 (1)  5:11.63 塩崎　華菜 (1)  5:15.33 杉浦　百花 (1)  5:22.04 伊東　渚紗 (1)  5:31.81 森越　恋菜 (1)  5:42.77 正岡　郁海 (1)  5:45.14 藤原真由美 (1)  6:01.74
（1年） 西条北 西条南 東予東 西条西 東予東 丹原西 丹原西

10/11１５００ｍ 真木　美羽 (2)  5:06.33 芥川　  凜 (2)  5:07.98 山内　　姫 (2)  5:17.21 山内　彩愛 (2)  5:25.08 二川　葉月 (2)  5:25.44 伊藤　  萌 (2)  5:32.98 伊藤　結愛 (2)  5:45.10 越智　咲水 (2)  5:55.29
（2年） 東予東 西条西 東予東 東予西 西条南 西条西 西条西 丹原西

10/11１００ｍＨ 藤田　結菜 (1) 15.65 清水　愛夢 (2) 16.38 西原　瑠那 (2) 17.98 伊藤　まな (1) 18.22 作道　　晶 (1) 18.67 資延　真広 (1) 19.99

(0.762m) 西条北 +0.7 西条南 +0.7 西条南 +0.7 西条北 +0.7 東予東 +0.7 西条東 +0.7 

10/11４×１００ｍ 西条北 51.88 西条南 52.10 東予東 54.27 西条東 55.49 西条西 58.37
  藤田　結菜 (1)   桑原萌々伽 (1)   青野　早希 (2)   加地　玲奈 (2)   岡田愛唯莉 (1)
  塩出　理子 (2)   今井　美都 (2)   冠　　咲花 (2)   高木　彩瑛 (1)   芥川　  凜 (2)

  三浦　彩花 (1)   伊藤　樹里 (2)   山内　　姫 (2)   山﨑　麗美 (2)   伊藤　結愛 (2)

  飯尾　　心 (1)   清水　愛夢 (2)   日山　茉優 (1)   久門　未来 (1)   伊藤　  萌 (2)

10/11 走高跳 伊藤　まな (1) 1m50 西原　瑠那 (2) 1m50 岩崎　莉子 (2) 1m30 久門　未来 (1) 1m25 資延　真広 (1) 1m20 三﨑　　桜 (2) 1m05
西条北 西条南 東予東 西条東 西条東 西条東

10/11 走幅跳 伊藤　樹里 (2) 4m71 三浦　彩花 (1) 3m95 岩崎　莉子 (2) 3m94 杉浦　百花 (1) 3m76 山﨑　麗美 (2) 3m75 伊藤向日葵 (1) 3m50 河島　美優 (1) 3m49
西条南  0.0 西条北  0.0 東予東  0.0 東予東  0.0 西条東  0.0 西条東  0.0 東予東  0.0 

10/11 砲丸投 森　　由樹 (2)   9m93 河島　美優 (1)   9m36 飯尾　　心 (1)   8m10 矢野　晴菜 (2)   7m42 望月　萌花 (1)   6m28 大久保寧音 (1)   5m81 三﨑　　桜 (2)   5m70

(2.721kg) 西条南 東予東 西条北 西条東 東予東 西条東 西条東

総合

男
 
 
 
 
子

女
 
 
 
 
子

男子　優勝　西条北中 男子　準優勝　小松中 女子　優勝　東予東中 女子　準優勝　西条北中


