
令和３年度　松山・中予地区中学校新人体育大会           男子成績一覧表 

2021/09/02 ～ 2021/09/02

会場  アクアパレットまつやま  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 石川　智暉 中2 松岡　　遼 中1 山本　至晏 中2 山本　隆成 中2 荒金淳一郎 中2 藤村洸太郎 中2 砂野虎太郞 中2 増田　暖大 中1

50m 県立松山西中 松山北中 北条南中 松山西中 雄新中 小野中 重信中 松山南中

タイム決勝 27.87 28.03 28.16 29.02 29.78 30.33 30.76 30.76

(同7位)

自由形 三瀬　優翔 中2 冲江　葵翔 中2 伊藤　諒成 中1 丹生谷息吹 中2 久保田凌太朗 中2 渡邊　渓太 中2 髙橋　宏介 中1 山田　　遼 中1

100m 内宮中 城西中 松山西中 久谷中 久米中 城西中 松山南中 港南中

タイム決勝 59.13 1:00.22 1:02.14 1:02.53 1:03.91 1:06.36 1:12.59 1:15.68

自由形 兵頭虎太朗 中1 宮内啓士郎 中2 三河　琉伽 中2 山﨑　創太 中2 山内　真彰 中2 山田　航平 中1 松岡　拓史 中2 冨岡　幹太 中2

400m 港南中 県立松山西中 松山西中 県立松山西中 久米中 久米中 県立松山西中 松山南中

タイム決勝 4:34.35 4:47.51 4:48.92 5:09.31 5:09.89 5:10.21 5:18.71 5:44.72

背泳ぎ 赤松　　晃 中1 戒能　　駿 中2 辻田　裕真 中1 松本　瑛騎 中2 池田　昂生 中2 近藤　優大 中2 池内　亮真 中1 小池　大翔 中1

100m 松山東中 内宮中 鴨川中 松山西中 雄新中 勝山中 県立松山西中 松山南第二中

タイム決勝 1:07.40 1:08.42 1:08.79 1:09.27 1:09.50 1:13.90 1:14.12 1:19.80

平泳ぎ 荒木　颯斗 中2 髙橋　昂大 中1 大石　陵雅 中1 永田　　空 中1 越智　通康 中2 満汐　航士 中1 石山　千吏 中2 小笠原優希 中1

100m 雄新中 旭中 港南中 鴨川中 松山東中 内宮中 勝山中 椿中

タイム決勝 1:11.38 1:14.30 1:15.83 1:16.02 1:16.03 1:16.51 1:16.52 1:18.82

バタフライ 村田　　楓 中2 忽那　海音 中1 玉井　悠亜 中2 日野瑚太郎 中2 中山　太智 中2 白樫　一晟 中2 川本　成琉 中2 中村　瞭牙 中2

100m 松山東中 県立松山西中 三津浜中 重信中 松山東中 岡田中 松山南第二中 重信中

タイム決勝 1:01.48 1:02.09 1:10.77 1:23.20 1:23.98 1:24.12 1:24.35 1:30.64

個人メドレー 小野　寬生 中2 田井　雄斗 中1 京河　奏人 中1 兵頭　悠晟 中1 家久　倖知 中2 小松　　蒼 中1 宮崎　朔汰 中1 斎藤　大和 中1

200m 愛大附属中 鴨川中 城西中 松山東中 重信中 港南中 松山南中 港南中

タイム決勝 2:19.91 2:34.38 2:36.20 2:44.11 2:53.02 3:01.58 3:07.13 3:12.10

リレー 松山東中 中 県立松山西中 中 松山西中 中 港南中 中 城西中 中 雄新中 中 重信中 中 松山南中 中

400m 赤松　　晃 中1 石川　智暉 中2 伊藤　諒成 中1 兵頭虎太朗 中1 京河　奏人 中1 荒金淳一郎 中2 日野瑚太郎 中2 髙橋　宏介 中1

タイム決勝 越智　通康 中2 忽那　海音 中1 松本　瑛騎 中2 鶴間　桜介 中2 渡邊　渓太 中2 池田　昂生 中2 中村　瞭牙 中2 日野　遥斗 中2

兵頭　悠晟 中1 宮内啓士郎 中2 山本　隆成 中2 細川　翔平 中2 森　　恒成 中2 荒木　颯斗 中2 家久　倖知 中2 増田　暖大 中1

村田　　楓 中2 山﨑　創太 中2 三河　琉伽 中2 大石　陵雅 中1 冲江　葵翔 中2 松田　朋也 中1 砂野虎太郞 中2 冨岡　幹太 中2

4:05.64 Fin. 4:06.22 Fin. 4:14.01 Fin. 4:26.31 Fin. 4:26.60 Fin. 4:39.52 Fin. 4:47.46 Fin. 4:54.96 Fin.

 1:00.37 1st.  1:00.59 1st.  1:02.90 1st.    59.52 1st.  1:06.35 1st.  1:06.67 1st.  1:15.80 1st.  1:13.64 1st.

2021/09/02 14:51:11 SEIKO Swimming Results System  1 / 2ページ



令和３年度　松山・中予地区中学校新人体育大会           男子成績一覧表 

2021/09/02 ～ 2021/09/02

会場  アクアパレットまつやま  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 松山東中 中 県立松山西中 中 松山西中 中 港南中 中 城西中 中 雄新中 中 松山南中 中 重信中 中

400m 赤松　　晃 中1 池内　亮真 中1 松本　瑛騎 中2 鶴間　桜介 中2 渡邊　渓太 中2 池田　昂生 中2 安田　琉惺 中2 岡田菱太郎 中2

タイム決勝 越智　通康 中2 石川　智暉 中2 奥本　真心 中1 大石　陵雅 中1 髙橋　　葉 中2 荒木　颯斗 中2 栗原　瑛士 中1 日野瑚太郎 中2

村田　　楓 中2 忽那　海音 中1 三河　琉伽 中2 細川　翔平 中2 京河　奏人 中1 荒金淳一郎 中2 冨岡　幹太 中2 家久　倖知 中2

兵頭　悠晟 中1 宮内啓士郎 中2 伊藤　諒成 中1 兵頭虎太朗 中1 冲江　葵翔 中2 松田　朋也 中1 髙橋　宏介 中1 砂野虎太郞 中2

4:29.45 Fin. 4:33.45 Fin. 4:48.21 Fin. 5:09.93 Fin. 5:10.32 Fin. 5:10.60 Fin. 5:31.36 Fin. 5:40.77 Fin.

 1:08.23 1st.  1:13.31 1st.  1:12.12 1st.  1:24.60 1st.  1:21.53 1st.  1:10.13 1st.  1:28.88 1st.  1:35.16 1st.
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令和３年度　松山・中予地区中学校新人体育大会           女子成績一覧表 

2021/09/02 ～ 2021/09/02

会場  アクアパレットまつやま  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 西森葉都美 中1 中岡　果音 中1 大谷　心咲 中2 萩野　由菜 中1 加地彩希子 中1 石井　花奈 中2 石原　春嶺 中2 兵頭　美咲 中2

50m 松山西中 松山西中 松山北中 余土中 余土中 椿中 道後中 砥部中

タイム決勝 29.90 30.30 30.57 30.99 33.69 34.29 35.49 36.33

自由形 越智　佳澄 中2 三浦　千咲 中1 参川　莉子 中1 梶谷　知花 中2 眞木　彩羽 中2 阿部　天香 中1 柏田　萌菜 中2 田口　幸奈 中1

100m 久米中 三津浜中 久米中 松山南中 県立松山西中 勝山中 鴨川中 三津浜中

タイム決勝 1:02.49 1:06.84 1:06.99 1:07.94 1:07.99 1:08.67 1:10.44 1:16.60

自由形 和田菜々実 中2 清田　俐帆 中1 齊藤　優菜 中2 渡邉　寧々 中2 越智ひな乃 中2 二宮　優芽 中2 本田　眞優 中2

400m 内宮中 拓南中 松山南中 港南中 松山南第二中 松山南第二中 松山南第二中

タイム決勝 4:58.07 4:58.51 6:03.70 6:31.21 6:41.12 7:38.32 10:39.44

背泳ぎ 大塚みらい 中2 桑村　叶海 中1 田村　　菫 中1 荒谷　結奏 中1 山岡　花菜 中2 永野　心優 中1 橋本　夢実 中2 濱田　愛子 中1

100m 県立松山西中 雄新中 松山西中 勝山中 岡田中 松山西中 勝山中 勝山中

タイム決勝 1:08.39 1:10.62 1:12.79 1:17.74 1:19.49 1:21.57 1:32.06 1:36.19

平泳ぎ 越智心桜莉 中1 高山　結衣 中1 兵頭　まい 中2 越智　紗英 中1 井上　鳳華 中2 勝木　心晴 中2 新田　眞子 中1 辻井つぐみ 中1

100m 北条北中 勝山中 松山東中 鴨川中 三津浜中 愛光中 岡田中 港南中

タイム決勝 1:15.65 1:17.37 1:17.99 1:22.95 1:24.93 1:25.02 1:39.48 1:40.71

バタフライ 田丸　一花 中2 髙岡　美空 中1 山﨑　陽羽 中2 木村ゆうみ 中1 篠原　羽音 中1 藤岡　舞雪 中2

100m 県立松山西中 松山西中 松山北中 港南中 松山南第二中 港南中

タイム決勝 1:06.58 1:07.92 1:11.88 1:43.55 1:49.85 2:07.17

個人メドレー 吉田　千暁 中1 川添　美結 中1 花山　紗々 中2 石山　芽弥 中2 越智　美翔 中2 竹内　陽香 中1

200m 内宮中 重信中 松山南第二中 港南中 松山南第二中 松山南第二中

タイム決勝 2:30.45 2:39.57 3:02.94 3:07.18 3:16.51 3:21.65

リレー 松山西中 中 勝山中 中 松山南第二中 中

400m 髙岡　美空 中1 阿部　天香 中1 篠原　羽音 中1

タイム決勝 田村　　菫 中1 荒谷　結奏 中1 越智　美翔 中2

中岡　果音 中1 高山　結衣 中1 竹内　陽香 中1

西森葉都美 中1 橋本　夢実 中2 花山　紗々 中2

4:25.78 Fin. 4:50.89 Fin. 5:26.11 Fin.

 1:04.25 1st.  1:44.50 1st.  1:29.09 1st.
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令和３年度　松山・中予地区中学校新人体育大会           女子成績一覧表 

2021/09/02 ～ 2021/09/02

会場  アクアパレットまつやま  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 松山西中 中 勝山中 中 松山南第二中 中 港南中 中

400m 永野　心優 中1 荒谷　結奏 中1 竹内　陽香 中1 石山　芽弥 中2

タイム決勝 田村　　菫 中1 高山　結衣 中1 越智ひな乃 中2 辻井つぐみ 中1

髙岡　美空 中1 阿部　天香 中1 越智　美翔 中2 木村ゆうみ 中1

西森葉都美 中1 橋本　夢実 中2 花山　紗々 中2 渡邉　寧々 中2

5:00.71 Fin. 5:13.11 Fin. 6:04.53 Fin. 6:14.05 Fin.

 1:22.19 1st.  1:18.21 1st.  1:38.17 1st.  1:25.57 1st.
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