
　 順　位 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名）

　種　目 タイム タイム タイム タイム タイム タイム タイム タイム

黒野　裕馬 竹永　悠人 西岡　颯大 島田　希 松井　颯志 中村　康太 鶴岡　海斗 越智　翔優
済美平成中等　２ 雄新中　２ 三津浜中　１ 松山東中　１ 内宮中　１ 松山東中　２ 鴨川中　１ 三津浜中　１

２６．１９ ２６．６１ ２７．７８ ２７．８９ ２９．２４ ２９．３８ ２９．９１ ３０．０７
伊達　雄哉 石田　結大 植田　睦 谷本　亘 橋本　怜空 藤田　導夢 横田　大晴 宮川　昊
道後中　２ 松山西中　１ 県立松山西中等　１ 内宮中　２ 内宮中　１ 道後中　２ 道後中　２ 県立松山西中等　２

１：０３．９０ １：０７．１０ １：０７．４７ １：０８．１７ １：０８．５２ １：０９．１３ １：１０．０１ １：１０．９６
名智　馨 佐藤　光 坪内　聡典 中上　翔太 石田　和聖 高岡　大輔 山崎　涼平 木村　優希
小野中　２ 松山南中　１ 勝山中　２ 松山南中　２ 松山南中　１ 県立松山西中等　１ 城西中　２ 勝山中　２

４：２９．９１ ４：３９．００ ４：５２．７９ ５：１０．９２ ５：５１．５７ ６：０３．９９ ６：０５．４９ ７：４２．３７
瀬戸　蒼陽 平野　資 永野　隼翔 日浅　琥太朗 井上　叶登 三宅　秀明 大野　孝太郎 小池　蔵之丞

県立松山西中等　２ 済美平成中等　１ 松山西中　２ 済美平成中等　１ 県立松山西中等　２ 椿中　１ 県立松山西中等　１ 勝山中　２

１：０５．５２ １：０８．９７ １：１１．５５ １：１２．１７ １：１２．９７ １：１４．００ １：１５．７６ １：１９．４５
白石　健人 池田　大晟 菅　樹生 羽田野　颯太 松浦　海翔 濱田　恭伍 石崎　蒼真 二宮　陽
松山南中　２ 雄新中　２ 道後中　２ 県立松山西中等　２ 三津浜中　１ 南第二中　２ 愛大附属中　１ 道後中　２

１：１３．１１ １：１４．４７ １：１５．１６ １：１５．４４ １：１５．９６ １：１８．７８ １：２０．６８ １：２２．１７
梶田　洸貴 相馬　義隆 山内　康輔 熊野　智公 正木　勇人 橋本　真志 二宮　湊真 日高　健佑
松山北中　２ 三津浜中　２ 済美平成中等　２ 県立松山西中等　１ 勝山中　２ 県立松山西中等　２ 南第二中　２ 勝山中　２

１：０３．７２ １：０５．９２ １：０９．８７ １：１７．３８ １：２０．２９ １：２１．２４ １：２９．３６ １：３４．６３
野田　旺太郎 宮内　翔正 松田　康生 沼野　翔輝 森川　潤

県立松山西中等　２ 小野中　２ 勝山中　１ 松山西中　１ 勝山中　２

２：１８．８２ ２：３５．６０ ２：３９．５７ ２：４１．７９ ２：５０．３６
県立松山西中等 済美平成中等 松山南中 勝山中 松山西中 小野中 道後中 雄新中

野田・大野 平野・日浅 中上・窪田 小池・森川 沼野・石田 名智・宮内 二宮・藤田 竹永・白石
羽田野・瀬戸 山内・黒野 佐藤・白石 松田・坪内 永野・森田 奥村・松田 菅・伊達 田中・池田

４：１３．３７ ４：１７．５９ ４：２０．１１ ４：２２．９３ ４：２６．８８ ４：２８．３３ ４：２８．７３ ４：３５．０４
県立松山西中等 済美平成中等 三津浜中 松山南中 雄新中 道後中 松山西中 城西中

瀬戸・羽田野 平野・日浅 越智・松浦 大川・白石 田中・池田 菅・菅 永野・森田 林・二見
野田・大野 山内・黒野 相馬・西岡 佐藤・中上 竹永・白石 伊達・藤田 和田・沼野 山崎・沼田

４：３２．９０ ４：４１．２０ ４：５０．０６ ４：５９．７６ ５：００：９０ ５：０３．９０ ５：２０．３６ ５：３８．１４
県立松山西中等 済美平成中等 松山南中 勝山中 松山西中 三津浜中

１位（７７） ２位（５４） ３位（４６） 4位（３３） 5位（３０） 6位（３０）

４X1００ｍフリーリレー

４X1００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー

総　合　　学校名

順　位　　（得点）

平泳ぎ １００ｍ

バタフライ １００ｍ

個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２００ｍ

　　令和元年度　　第５８回　　中学校新人体育大会　水泳競技記録表　 〔　松　山　〕地区　（男子）　   　令和元年９月３日(火)　　　　アクアパレットまつやま

自由形

５０ｍ

１００ｍ

４００ｍ

背泳ぎ １００ｍ



　 順　位 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位 ７　位 ８　位

氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名） 氏名（学校名）

　種　目 タイム タイム タイム タイム タイム タイム タイム タイム

二神　麻央 細川　みなみ 三野　朱音 白方　彩恵 中野　瑞菜 西本　めぐみ 　川北　ひよ 藤野　真衣
椿中　２ 雄新中　１ 県立松山西中等　１ 済美平成中等　２　 鴨川中　２ 松山東中　１ 桑原中　１ 済美平成中等　１

２９．０５ ２９．２３ ２９．６９ ２９．８６ ３０：７２ ３１．９７ ３５．１３ ３８．０８
宮内　結衣子 釘宮　遥花 髙橋　瑞季 戸田　奏南 山内　悠莉 竹下　晴菜 渡邉　心晴 忽那　伊月

県立松山西中等　２ 余土中　１ 雄新中　１ 愛光中　１ 久米中　２ 小野中　１ 松山南中　１ 松山西中　１

１：０４．０６ １：０５．００ １：０９．５７ １：１０．４７ １：１４．６１ １：１５．７８ １：２１．３７ １：２２．３７
西岡　泉美 西岡　奈津樹 上甲　涼帆　 藤岡　凛　 松本　弓愛 荒木　美紅 越智　萌香 松林　佑実
松山東中　１ 県立松山西中等　１ 雄新中　１ 愛大附属中　２ 松山西中　２ 雄新中　２ 松山南第二中　２ 県立松山西中等　１

４：５９．２２ ５：０６．２８ ５：１０．９９ ５：１１．１５ ５：１７．３７ ５：３２．０５ ５：５３．５９ ６：２２．７３
芝　伶菜 大西　美憂 河井　萌
雄新中　１ 桑原中　２ 松山西中　２

１：０６．５６ １：１０．０４ １：１１．０８
管　百花 中野　優 長井　心 笹山　乃愛 渡部　愛真 高橋　穂葉 中村　美月 福田　愛花
余土中　２ 済美平成中等　２　 県立松山西中等　２ 椿中　２ 松山南第二中　２ 松山南中　２ 椿中　２ 桑原中　１

１：１６．６０ １：１８．６０ １：２９．５４ １：４０．５９ １：４１．９３ １：４１．９６ １：５０．９１ １：５１．０５
橋田　実和 野木　こころ 上田　凛 戎森　かんな
愛光中　１ 県立松山西中等　２ 雄新中　１ 県立松山西中等　２

１：０６．９８ １：０９．４５ １：１０．４６ １：１３．２７
高内　七海 達川　夕愛 池内　有彩 田阪　真唯 窪田　理子 清家　美羽 上野　瑠依 澤井　千紘
松山西中　２ 雄新中　１ 津田中　２ 久米中　１ 旭中　１ 県立松山西中等　１ 垣生中　１ 済美平成中等　１

２：３２．７３ ２：３９．２５ ２：４１．０６ ２：４１．８６ ２：４５．７５ ２：４８．２６ ２：５０．０３ ２：５２．９８
県立松山西中等 雄新中 松山西中 済美平成中等 椿中 松山南中 松山南第二中

宮内・戎森 細川・芝 高内・忽那 白方・澤井 二神・土居 渡邉・高橋 越智・田阪
三野・野木 上田・上甲 松本・河井 藤野・中野 笹山・中村 岡島・大島 渡部・堀川

４：２１．６６大会新４：２１．８４大会新 ４：４０．６９ ４：５５．７２ ５：２５．４４ ５：３３．１５ ５：５５．８７
雄新中 県立松山西中等 松山西中 済美平成中等 桑原中 松山南中 松山南第二中
芝・荒木 宮内・清家 松本・河井 白方・中野 大西・武田 渡邉・高橋 田阪・渡部

上田・上甲 野木・三野 高内・忽那 澤井・藤野 川北・福田 大島・岡島 越智・堀川

４：49.10大会新 ５：０１．１２ ５：１３．９０ ５：２７．２０ ６：０７．２７ ６：３７．９２ ６：３９．９５

雄新中 県立松山西中等 松山西中 済美平成中等 椿中 桑原中

１位（７３） ２位（７２） ３位（４３） ４位（３４） ５位（２３） ６位（１８）

総　合　　学校名

順　位　　（得点）

個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２００ｍ

４X1００ｍフリーリレー

４X1００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー

平泳ぎ １００ｍ

バタフライ １００ｍ

　　令和元年度　　第５８回　　中学校新人体育大会　水泳競技記録表　 〔　松　山　〕地区　（女子）　   　令和元年９月３日(火)　　　　アクアパレットまつやま

自由形

５０ｍ

１００ｍ

４００ｍ

背泳ぎ １００ｍ

























77 点 点

54 点 点

46 点 点

33 点 点

30 点 点

30 点 点

30 点

70 点 点

54 点 点

44 点 点

32 点 点

29 点 点

28 点 点

年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ 4 : .
年 ｍ 4 : .
年 ｍ 4 : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .
年 ｍ : .

令和元年度　松山市（中予地区）中学校新人体育大会 水泳競技 成績

《松　山　市》
男　子 女　子

順 位 学　校　名 得 点 順 位 学　校　名 得 点

１位 県立松山西中等教育学校 １位 松山市立雄新中学校 73

２位 済美平成中等教育学校 ２位 県立松山西中等教育学校 72

３位 松山市立南中学校 ３位 松山市立西中学校 43

４位 松山市立勝山中学校 ４位 済美平成中等教育学校 34

５位 松山市立西中学校 ５位 松山市立椿中学校 23

６位 松山市立三津浜中学校 ６位 松山市立桑原中学校 18

《中　予　地　区》
男　子 女　子

順 位 学　校　名 得 点 順 位 学　校　名 得 点

１位 県立松山西中等教育学校 １位 県立松山西中等教育学校 70

２位 済美平成中等教育学校 ２位 松山市立雄新中学校 68

３位 松山市立南中学校 ３位 松山市立西中学校 40

４位 松前町立岡田中学校 ４位 済美平成中等教育学校 32

《大 会 新 記 録》
氏　　名 学 校 名 学年 種　　目 時　間

５位 松山市立三津浜中学校 ５位 伊予市立港南中学校 31

６位 松山市立勝山中学校 ６位 松山市立椿中学校 20

男
　
子

66

松山市立雄新中学校 細川・芝・上田・上甲 400 リレー 21 84

女
　
子

県立松山西中等教育学校 宮内・戎森・三野・野木 400 リレー 21

松山市立雄新中学校 芝・荒木・上田・上甲 49 10400 メドレーリレー

松山市立道後中学校

　　　　　※5，6，7位はリレーの得点と入賞者数で決定


