
Page:1 of 2

第70回 松山市中学校総合体育大会 2016年6月13日(月)～14日(火)

     陸上競技の部 決勝一覧表
愛媛県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年 １００ｍ

男子２年 １００ｍ

男子３年 １００ｍ

男子 6/13 ２００ｍ 神田　　翔太(3) 23.34 秦　　　隆晟(2) 23.66 西原　　滉稀(3) 24.00 森岡　　朋哉(3) 24.30 吉川　　晋平(3) 24.43 宮側　　　純(3) 24.60 杉原　　秀明(3) 24.62 武智　　一真(2) 24.74
椿  城西  済美平成  城西  余土  県立松山西  済美平成  南  

男子 ４００ｍ

男子 6/13 ８００ｍ 鳥井　　和真(3)  2:02.41 山口　　　駿(3)  2:07.73 門田　　佳大(3)  2:08.01 村上　　正晃(3)  2:10.81 三好　　祐輝(3)  2:11.87 疋田　　継真(3)  2:12.40 八束　　　充(3)  2:12.58 久保田　悠人(3)  2:15.12
勝山 余土 県立松山西 愛大附属 椿 南 道後 道後

男子１年 １５００ｍ

男子２年 １５００ｍ

男子３年 １５００ｍ

男子 6/13 ３０００ｍ 久保　　昇陽(3)  9:05.44 真下　　拓巳(3)  9:14.04 日野　　斗馬(2)  9:26.72 鴨頭　　俊希(3)  9:28.55 尾中　　康太(3)  9:35.78 堀江　　峻介(2)  9:40.32 友澤　　拓未(3)  9:42.53 西村　光太郎(3)  9:43.08
道後 NGR 湯山 NGR 勝山 椿 道後 椿 勝山 南第二

男子 6/13 １１０ｍＨ 亀井　颯一郎(3) 16.59 山見　　康介(3) 16.66 青木　　竣耶(3) 16.79 松崎　　臣吾(3) 17.38 二神　　翔吾(2) 17.39 末廣　　雄大(3) 17.97 西田　　祥馬(2) 18.15 大内　　李成(3) 18.16
(0.914m) 済美平成  余土  余土  余土  雄新  済美平成  南  勝山  

男子 ４×１００ｍ

男子 6/13 走高跳 中上　　佑介(3) 1m72 丹　　翔太郎(3) 1m69 田中　　翔大(3) 1m66 松本　　大矢(3) 1m66 花山　　京佑(2) 1m63 池田　　　海(2) 1m63 早野　　　葵(3) 1m55 村上　　陸斗(3) 1m55
城西 桑原 北 津田 久米 勝山 愛大附属 余土

男子 6/13 棒高跳 桑村　　　当(3) 4m10 野本　　唯人(2) 3m90 佐伯　　赳都(3) 3m50 栗林　　隼弥(2) 2m30
桑原 NGR 桑原 桑原 城西

男子 6/13 走幅跳 岡田　　太一(3) 6m35 隅田　　拓真(3) 5m86 田中　　翔大(3) 5m69 浜田　　　樹(3) 5m62 高　　　勇斗(2) 5m60 松村　　侑飛(3) 5m58 森田　　玲央(3) 5m54 越智　　　豊(2) 5m25
愛大附属  0.0 三津浜  0.0 北  0.0 久米  0.0 久米  0.0 桑原  0.0 城西  0.0 桑原  0.0 

男子 三段跳

男子 砲丸投
(5.000kg)

男子 四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

凡例（NGR:大会新記録）
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第70回 松山市中学校総合体育大会 2016年6月13日(月)～14日(火)

     陸上競技の部 決勝一覧表
愛媛県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子１年 １００ｍ

女子２年 １００ｍ

女子３年 １００ｍ

女子 6/13 ２００ｍ 川中　　葵琳(3) 24.61 本岡　　真悠(3) 26.45 池田　こころ(2) 26.47 藤岡　　凜来(3) 26.52 清水　　愛莉(3) 27.28 長戸　　愛里(2) 27.29 俊野　　結衣(3) 27.62 玉井　愛由美(3) 27.82
愛大附属  NGR 余土  南第二  三津浜  椿  済美平成  済美平成  余土  

女子 ８００ｍ

女子１年 6/13 １５００ｍ 近藤　萌々葉(1)  5:01.16 越智　　心優(1)  5:06.41 大澤　　璃奈(1)  5:17.77 福田　　美空(1)  5:19.59 菅　　　茉梨(1)  5:19.63 河本　　　律(1)  5:21.92 加賀山　咲帆(1)  5:35.11 東原　　　萌(1)  5:36.66
愛大附属 NGR 北条北 桑原 内宮 南 南 西 南

女子２年 6/13 １５００ｍ 友近　　凜音(2)  4:52.97 髙田　　　稜(2)  4:55.73 宮内　　夢実(2)  5:01.69 宮内　　珠央(2)  5:03.65 植島　　千遥(2)  5:04.07 濱野　　友那(2)  5:05.78 近藤　　真由(2)  5:06.92 二神　　佳音(2)  5:09.51
勝山 道後 道後 津田 城西 南 道後 椿

女子３年 6/13 １５００ｍ 天野　　綺香(3)  5:01.95 中島　みなみ(3)  5:02.45 乘松　　凜香(3)  5:04.54 井上　あやね(3)  5:07.99 梶野　　未結(3)  5:08.84 秋田　　萌香(3)  5:11.49 川﨑　　未夢(3)  5:16.84 水木　菜津希(3)  5:18.02
道後 道後 愛大附属 勝山 南 南 桑原 久米

女子 6/13 １００ｍＨ 松木　　美澪(3) 15.24 玉井　　真奈(3) 15.69 稲村　　早紀(2) 15.84 片坐　　理乃(3) 15.85 永井   ｻﾌｧｲｱ(2) 16.26 勝田　　桃加(2) 16.65 勝田　　萌加(2) 16.98 三好　ひかり(3) 17.41
(0.762m) 道後  余土  南  道後  道後  県立松山西  南第二  済美平成  

女子 ４×１００ｍ

女子 走高跳

女子 走幅跳

女子 6/13 砲丸投 築山　　　葵(3)  10m64 上永　　あい(3)  10m20 森　　　由希(3)   9m86 重松　　元恵(2)   9m64 井伊　　風香(2)   9m47 東山　　花鈴(3)   9m23 上甲　　結奈(3)   8m06 結城　　　楓(3)   8m00
(2.721kg) 三津浜 北 余土 城西 久米 南第二 城西 道後

女子 四種競技

女子 6/13 棒高跳

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NGR:大会新記録）


