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第61回松山市兼中予地区中学校新人体育大会陸上競技の部 2022年10月14日(金)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場（ニンジニアスタジアム）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年 10/14 １００ｍ 鈴木　　　颯 (1) 11.92 横山　　芹碧 (1) 12.04 日浅　　智煌 (1) 12.36 林　　翔太郎 (1) 12.51 高松　慎之介 (1) 12.74 東村　　悠眞 (1) 12.80 神野　倫玖斗 (1) 12.94 小松　　幸平 (1) 13.39

松前  新田青雲  西  港南  垣生  雄新  城西  愛大附属  

男子２年 10/14 １００ｍ 井手　　友郎 (2) 11.38 松岡　　　新 (2) 11.64 仙波　　奈誠 (2) 11.71 清本　　優貴 (2) 11.97 児山　　大和 (2) 11.99 菅野　　聖翔 (2) 12.16 小山　　航平 (2) 12.17 平橋　　紘也 (2) 12.35
桑原  港南  南第二  愛大附属  西  愛光  重信  久米  

男子共通 10/14 ２００ｍ 中平　　樹暉 (2) 23.73 橋本　　侑和 (2) 24.06 葛原　　大翔 (2) 25.20 田川　　時成 (2) 25.74 高橋　　理央 (2) 25.95 小山　　晟弘 (2) 26.25 福井　　秀久 (2) 26.25 山口　　廉人 (1) 26.55
桑原  南第二  重信  県立松山西  道後  愛光  愛大附属  港南  

男子共通 10/14 ４００ｍ 西條　　健智 (2) 55.81 宮内　　飛向 (2) 58.04 黒光　　蓮太 (2) 58.48 清野　　碧央 (1) 58.80 田上　　泰資 (2) 59.56 藤岡　　立成 (2)  1:00.30 長谷　　歩峰 (2)  1:02.16 藤井　　悠友 (2)  1:02.85
県立松山西 城西 桑原 岡田 南 道後 南第二 久米

男子共通 10/14 ８００ｍ 西崎　　優月 (2)  2:15.55 成瀬　　太登 (2)  2:17.74 小笠原　優希 (2)  2:18.01 廣末　　真希 (2)  2:18.76 村上　　大河 (2)  2:19.97 大村　　駿輔 (2)  2:23.83 坂本　幸史朗 (1)  2:26.05 飛田　　空来 (1)  2:27.10
西 砥部 椿 桑原 西 愛大附属 県立松山西 城西

男子１年 10/14 １５００ｍ 上河内　　奏 (1)  4:43.69 高市　　壮磨 (1)  4:45.35 山口　　和真 (1)  4:48.10 木村　　光稀 (1)  4:51.29 山本　　唯翔 (1)  5:01.73 毛利　　　響 (1)  5:02.55 中川　　　蓮 (1)  5:04.49 南　　　貴章 (1)  5:05.31
椿 南第二 城西 県立松山西 西 愛大附属 久米 道後

男子２年 10/14 １５００ｍ 玉井　　奏多 (2)  4:33.81 赤松　　航成 (2)  4:33.94 宮﨑　　大和 (2)  4:33.94 宮内　　大翔 (2)  4:38.75 若田　　大知 (2)  4:49.64 東　　　悠樹 (2)  4:53.19 水谷　　孝之 (2)  4:57.49 植田　　佳樹 (2)  5:02.13
西 重信 港南 砥部 南 愛大附属 久万 城西

男子共通 10/14 ３０００ｍ 坂本　　晴紀 (2)  9:56.21 羽藤　　昂起 (2)  9:57.77 兵頭　　銀二 (2) 10:04.27 井ノ口　大雅 (2) 10:33.48 宮川　　友作 (2) 10:42.23 篠永　　悠斗 (1) 11:23.46 栗田　　　薫 (1) 11:33.35
南 道後 西 三津浜 港南 港南 西

男子共通 10/14 １１０ｍＨ 加藤　　　然 (2) 16.20 中尾　　蘭丸 (2) 16.51 村上　　歩夢 (2) 16.97 武田　　　一 (2) 17.14 菅　　優二郎 (2) 17.81 大西　　　匠 (2) 18.54 正岡　虎太郎 (2) 18.90 二俣　　亮太 (2) 20.43
(0.914m) 三津浜  南第二  愛大附属  港南  南  重信  愛光  南  

男子共通 10/14 ４×１００ｍ 桑原 45.25 南第二 46.51 港南 46.92 西 47.06 愛大附属 47.14 城西 47.68 重信 47.88 愛光 48.57
  西岡　　賢大 (2)   中尾　　蘭丸 (2)   林　　翔太郎 (1)   西原　　大翔 (1)   福井　　秀久 (2)   八巻　　楓牙 (2)   葛原　　大翔 (2)   吉良　　　展 (2)
  井手　　友郎 (2)   橋本　　侑和 (2)   松岡　　　新 (2)   岩岡　　匡嗣 (2)   清本　　優貴 (2)   扇谷　　陸斗 (2)   小山　　航平 (2)   菅野　　聖翔 (2)
  越智　　有大 (2)   仙波　　奈誠 (2)   山口　　廉人 (1)   日浅　　智煌 (1)   村上　　歩夢 (2)   宮内　　飛向 (2)   大西　　　匠 (2)   小山　　晟弘 (2)
  中平　　樹暉 (2)   長谷　　歩峰 (2)   小林　　巧実 (2)   児山　　大和 (2)   清水　　優人 (1)   中島　　快利 (2)   大西　　　陸 (2)   本田　　　伸 (2)

男子共通 10/14 走高跳 岩岡　　匡嗣 (2) 1m63 玉井　隼士郎 (1) 1m60 中島　虎太郎 (2) 1m50 加納　　健翔 (2) 1m50 仙波　麟太郎 (2) 1m50 同順：荒川　　翔海 (2)1m50 亀田　　悠輔 (2) 1m45 川西　　悠介 (2) 1m35
西 勝山 南 砥部 久米 南 愛大附属 港南

男子共通 10/14 棒高跳 藤岡　璃依也 (2) 3m40 松本　　陽人 (1) 3m00 松尾　　浩志 (1) 2m70 砂田　　悠貴 (2) 2m20 野村　　竜介 (2) 2m20
雄新 南 桑原 桑原 砥部

男子共通 10/14 走幅跳 扇谷　　陸斗 (2) 6m01 星川　　　仁 (2) 5m77 押野　　友樹 (2) 5m65 大森　　咲斗 (1) 5m43 秋山　　祐人 (1) 5m33 須賀　　滉基 (1) 5m31 森本　　隆太 (2) 5m16 加戸　　一心 (2) 5m14
城西  0.0 鴨川  0.0 勝山  0.0 勝山  0.0 道後  0.0 久米  0.0 雄新  0.0 南  0.0 

男子共通 10/14 三段跳 兼久　　陽光 (2) 11m97 岡田　　藍良 (2) 11m78 大野　　生吹 (2) 11m34 藤倉　　悠輝 (1) 10m60 中川　　開化 (2) 10m39 岡本　　昊樹 (1) 9m93 佐々木　開生 (2) 9m77 渡部　　滉基 (1) 9m64
余土  0.0 三津浜  0.0 愛大附属  0.0 椿  0.0 道後  0.0 砥部  0.0 港南  0.0 南第二  0.0 

男子共通 10/14 砲丸投 土居　　尚弘 (2)   8m94 中野　　結翔 (2)   8m25 水沼　　航平 (2)   8m19 川﨑　　想平 (1)   7m81 佐伯　　　陸 (2)   7m65 真鍋　龍太郎 (2)   7m62 玉木　　輝愛 (1)   7m43 日野林　一都 (1)   7m06
(5.000kg) 新田青雲 雄新 城西 砥部 桑原 垣生 道後 砥部

男子共通 10/14 四種競技 大西　　　陸 (2)  1691 丸本　　敦士 (2)  1342 斯波　　煌友 (1)  1055
重信 港南 雄新
17.43/ 0.0-6m60-1m61-1:01.77 19.73/ 0.0-8m15-1m49-1:06.64 20.32/ 0.0-5m84-1m37-1:07.51110mH-砲丸投-走高跳-400m

凡例（NGR:大会新記録/ KSQ : 県新人大会出場）
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第61回松山市兼中予地区中学校新人体育大会陸上競技の部 2022年10月14日(金)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場（ニンジニアスタジアム）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子１年 10/14 １００ｍ 岩川　　愛実 (1) 13.56 本田　　美波 (1) 13.59 平田　　柑南 (1) 13.66 岡本　　光流 (1) 13.76 亀田　　凜佳 (1) 13.92 八束　　月埜 (1) 14.18 黒田　　京花 (1) 14.28 石丸　　侑花 (1) 14.40

重信  愛大附属  椿  北条南  余土  北伊予  三津浜  愛光  

女子２年 10/14 １００ｍ 伊達　　一花 (2) 12.82 福岡　　玲菜 (2) 13.20 葛原　　　伶 (2) 13.25 中村　　志穂 (2) 13.93 多田　　蓉子 (2) 13.99 篠﨑　星乃加 (2) 14.11 和氣　　柚季 (2) 14.14 黒田　　実央 (2) 14.25
南第二  垣生  西  済美平成  道後  港南  雄新  城西  

女子共通 10/14 ２００ｍ 舩倉　　　彩 (2) 27.97 山内　　柚葉 (2) 28.06 佐伯　　莉音 (2) 29.14 小松　和茉奈 (2) 29.55 永田　　実悠 (1) 29.83 戸田　　優衣 (2) 29.89 川越　　　梓 (2) 30.35 平岡　　沙菜 (1) 30.78
三津浜  余土  県立松山西  愛大附属  愛大附属  椿  勝山  南  

女子共通 10/14 ８００ｍ 井門　　　萌 (2)  2:25.67 日野　　歩美 (2)  2:37.48 佐川　向日葵 (1)  2:41.40 浮穴　　和花 (2)  2:43.27 大野　　　桃 (2)  2:43.94 大畠　　颯希 (1)  2:43.95 奥村　　橙子 (2)  2:44.53 尾川　杏衣流 (1)  2:45.17
砥部 椿 愛大附属 愛大附属 東 雄新 道後 道後

女子１年 10/14 １５００ｍ 末光　　彩良 (1)  5:28.19 田窪　みのり (1)  5:29.50 三好　　藍桜 (1)  5:30.22 吉村　　ゆめ (1)  5:30.26 一色　　咲羽 (1)  5:41.16 宇郷　　汐音 (1)  5:45.33 岸田　　紗良 (1)  5:53.43 村上　　真琴 (1)  6:00.45
岡田 桑原 雄新 西 県立松山西 城西 南 道後

女子２年 10/14 １５００ｍ 福野　李々花 (2)  5:19.53 中田　　美緒 (2)  5:28.18 宮脇　　　響 (2)  5:31.82 濱本　　聖奈 (2)  5:32.78 田中　　紗来 (2)  5:38.15 堀内　　愛央 (2)  5:41.93 岡本　　彩来 (2)  5:52.16 井関　　碧乙 (2)  5:52.81
砥部 港南 伊予 県立松山西 南 椿 南第二 桑原

女子共通 10/14 １００ｍＨ 返脚　ひなた (2) 15.70 玉井　　心葉 (2) 16.26 井上　　月乃 (1) 16.61 仙波　　にこ (1) 16.92 同順：坂本　佳菜子 (2)16.92 三瀬　　桜礼 (2) 16.95 野中　　心結 (2) 17.50 田頭　　真雪 (2) 17.56
(0.762m) 県立松山西  南第二  愛大附属  桑原  済美平成  椿  重信  港南  

女子共通 10/14 ４×１００ｍ 南第二 53.64 三津浜 54.65 愛大附属 54.68 余土 54.83 済美平成 54.95 県立松山西 55.06 重信 55.12 椿 55.20
  八束　　心音 (2)   福吉　　結愛 (2)   合田　　一彩 (1)   金子　　優奈 (1)   大熊　真由香 (1)   佐藤　　里帆 (1)   只木　結梨花 (1)   戸田　　優衣 (2)
  玉井　　心葉 (2)   舩倉　　　彩 (2)   本田　　美波 (1)   山内　　柚葉 (2)   中村　　志穂 (2)   返脚　ひなた (2)   峰岡　　未央 (2)   平田　　柑南 (1)
  曽我　　　瞳 (2)   重松　　美優 (2)   加藤　　理子 (1)   亀田　　凜佳 (1)   稲積　　心花 (2)   森松　　香名 (1)   野中　　心結 (2)   日野　　歩美 (2)
  伊達　　一花 (2)   黒田　　京花 (1)   小松　和茉奈 (2)   白石　麻亜耶 (2)   坂本　佳菜子 (2)   佐伯　　莉音 (2)   岩川　　愛実 (1)   三瀬　　桜礼 (2)

女子共通 10/14 走高跳 赤松　　仁香 (2) 1m49 丸野　　一花 (2) 1m46 森　　　桜子 (2) 1m40 小森　　白蘭 (2) 1m30 同順：鈴木　　汐夏 (1)1m30 大谷　　鈴凪 (1) 1m25 石丸　　遥子 (1) 1m20 同順：田中 希美 (1) 1m20 同順：川野 里心 (1) 1m20
城西 南第二 城西 砥部 勝山 西 道後 KSQ 港南 KSQ 南第二

女子共通 10/14 棒高跳 立花　　彩羽 (2) 3m00 中田　　幸乃 (2) 2m91 片山　　実紅 (1) 2m80 河野　　日和 (1) 2m50
桑原 NGR 桑原 NGR 雄新 NGR 愛大附属

女子共通 10/14 走幅跳 宮本　　華暖 (1) 4m80 永井　　菜麻 (1) 4m62 加藤　　理子 (1) 4m37 曽我　　　瞳 (2) 4m36 八束　　心音 (2) 4m24 新田　　怜奈 (1) 4m16 大熊　真由香 (1) 4m14 森岡　　莉菜 (2) 4m13
桑原  0.0 小野  0.0 愛大附属  0.0 南第二  0.0 南第二  0.0 桑原  0.0 済美平成  0.0 県立松山西  0.0 

女子共通 10/14 砲丸投 西中　　心音 (2)   7m96 越智　さやか (1)   7m94 岡田　　　雫 (2)   7m90 家森　　怜奈 (1)   7m56 富岡　　夏菜 (1)   7m00 上田　　詩織 (1)   6m96 小田　　釉月 (2)   6m64 井門　　美月 (1)   6m38
(2.721kg) 南第二 椿 西 椿 砥部 南 愛大附属 重信

女子共通 10/14 四種競技 上山　　心路 (2)  1522 中井　　真弥 (2)  1491 越智　まや香 (2)   457
南第二 港南 勝山

18.17/ 0.0-1m21-7m07-31.38/ 0.0 17.98/ 0.0-1m24-5m46-31.02/ 0.0 24.60/ 0.0-NM-6m21-36.28/ 0.0100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NGR:大会新記録/ KSQ : 県新人大会出場）


