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西条市中学校総合体育大会 2022年6月11日(土)
決勝一覧表

西条ひうち陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子１年 １００ｍ 神野　良太 (1) 13.42 吉村　優輝 (1) 13.47 千﨑　秀真 (1) 13.53 矢原　由基 (1) 13.67 後藤　嗣都 (1) 13.81 安藤　真輝 (1) 13.86 松本　昂己 (1) 13.92 橋爪　慧牙 (1) 14.90

(1年) 東予東  西条北  西条東  西条東  西条南  丹原東  西条北  小松  
男子２年 １００ｍ 松田　琉生 (2) 12.54 曽我部柚眞 (2) 12.65 植月　　絆 (2) 12.72 中山明日翔 (2) 12.84 玉置　嵩虎 (2) 13.00 藤田　琉蒼 (2) 13.13 日野　壱喜 (2) 13.15 寺川　賢斗 (2) 13.63

(2年） 西条北  西条東  西条南  西条南  西条北  西条東  西条北  小松  
男子３年 １００ｍ 合田虎汰郎 (3) 11.77 野川　　陸 (3) 12.03 工藤　英憲 (3) 12.04 越智　健心 (3) 12.23 村上　　慈 (3) 12.30 住田　隼椰 (3) 12.40 一色健士朗 (3) 12.44 桑原　　煌 (3) 13.57

(3年) 西条東  西条北  西条東  西条北  西条東  西条北  東予東  小松  

男子 ２００ｍ 野川　　陸 (3) 24.52 工藤　英憲 (3) 24.73 村上　　慈 (3) 25.46 住田　　凌 (3) 26.18 染浦　悠人 (3) 26.60 井上　然々 (2) 27.15 山本　愛翔 (2) 27.68 安藤　真輝 (1) 28.22
西条北  西条東  西条東  西条北  東予東  西条南  小松  丹原東  

男子 ４００ｍ 合田虎汰郎 (3) 52.45 植月　　絆 (2) 55.63 膳　　啓太 (3) 55.88 染浦　悠人 (3) 58.04 伊藤　綺星 (3) 58.82 越智　優心 (3)  1:00.37 住田　隼椰 (3)  1:00.48 山口　一喜 (2)  1:05.01
西条東 西条南 西条東 東予東 小松 東予東 西条北 西条南

男子 ８００ｍ 山岡　洸心 (2)  2:12.71 伊藤　綺星 (3)  2:14.23 膳　　啓太 (3)  2:17.30 吉村　竜二 (3)  2:21.22 佐々木結大 (3)  2:22.23 玉井　琉斗 (2)  2:22.93 渡部　総介 (2)  2:26.22 山西　櫂吏 (3)  2:27.62
東予東 小松 西条東 東予東 西条東 西条北 東予東 西条北

男子１年 １５００ｍ 前川　侑大 (1)  4:39.29 佐伯　空叶 (1)  4:40.06 向井　蒼空 (1)  5:00.60 大西　優輝 (1)  5:12.53 吉村　優輝 (1)  5:22.86 國田　基琉 (1)  5:30.94 横倉　朔真 (1)  5:37.96 工藤　勝志 (1)  5:46.55
(1年) 東予東 東予東 西条南 東予東 西条北 西条北 小松 西条東

男子２年 １５００ｍ 山岡　洸心 (2)  4:30.06 合田　史樹 (2)  4:43.16 久木　瑛翔 (2)  4:44.64 渡邉　　丈 (2)  4:45.84 笠原　航成 (2)  4:47.35 小林　永人 (2)  4:49.46 飯野　翔太 (2)  4:59.24 平野　永遠 (2)  5:05.61
(2年） 東予東 東予東 東予東 西条東 小松 西条東 小松 西条北

男子３年 １５００ｍ 志賀　陽輝 (3)  4:36.87 村上　創思 (3)  4:38.87 吉村　竜二 (3)  4:43.96 笠原　佑成 (3)  4:45.31 千崎　琉斗 (3)  4:49.69 山西　櫂吏 (3)  4:52.10 近藤　翔月 (3)  4:57.40 﨑田　唯斗 (3)  4:58.23

(3年） 東予東 東予東 東予東 小松 西条東 西条北 小松 小松

男子 ３０００ｍ 志賀　陽輝 (3)  9:30.48 村上　創思 (3)  9:58.47 笠原　佑成 (3) 10:16.28 久木　瑛翔 (2) 10:23.84 笠原　航成 (2) 10:40.95 渡辺　悠仁 (2) 10:52.17 近藤　翔月 (3) 10:52.95 三浦　　蓮 (2) 11:38.26
東予東 東予東 小松 東予東 小松 西条東 小松 西条東

男子 ４×１００ｍ 西条東 47.20 西条北 48.24 西条南 50.03 東予東 52.01
  合田虎汰郎 (3)   住田　　凌 (3)   井上　然々 (2)   渡部　総介 (2)
  曽我部柚眞 (2)   越智　健心 (3)   中山明日翔 (2)   山岡　洸心 (2)
  村上　　慈 (3)   住田　隼椰 (3)   山口　一喜 (2)   合田　史樹 (2)
  工藤　英憲 (3)   松田　琉生 (2)   植月　　絆 (2)   神野　良太 (1)

男子 走高跳 篠塚　斗牙 (3) 1m45 日野　壱喜 (2) 1m45 伊藤　陽悠 (3) 小松 1m35 越智琉衣斗 (3) 1m25
西条南 西条北 金子　和聖 (3) 小松 西条南

男子 走幅跳 矢原　由基 (1) 5m70 弓立　奏太 (3) 5m47 一色健士朗 (3) 5m24 森　　叶汰 (3) 5m20 飯野　翔太 (2) 5m12 松本　壮弘 (2) 4m84 國田　基琉 (1) 4m81 住田　　凌 (3) 4m72
西条東  0.0 西条東  0.0 東予東  0.0 西条東  0.0 小松  0.0 西条南  0.0 西条北  0.0 西条北  0.0 

男子 砲丸投 井上　碧人 (3)   9m48 森本　隼人 (2)   8m58 山下晃太郎 (2)   6m05 安藤　来輝 (2)   5m80 間中伶央翔 (2)   4m93 森本　琥大 (1)   4m63 矢原　世眺 (2)   4m48
(5.000kg) 西条北 西条東 東予東 東予東 西条東 西条北 西条北

女子１年 １００ｍ 名古谷梨桜 (1) 14.27 矢野　　遙 (1) 14.34 三谷　志歩 (1) 14.46 堀内　心響 (1) 14.60 髙橋　梓美 (1) 15.11 古市　すい (1) 15.13 上田あおば (1) 15.16 加藤　瑞貴 (1) 15.22
(1年) 西条北  西条東  東予東  西条南  西条北  西条東  西条北  西条南  

女子２年 １００ｍ 矢葺　陽奈 (2) 13.70 佐藤にいな (2) 13.97 日野　七美 (2) 14.35 越智友咲菜 (2) 14.35 越智　千裕 (2) 14.39 長野　りあ (2) 14.44 日浅　　萌 (2) 14.53 中川葉都紀 (2) 15.22
(2年） 西条北  西条東  西条北  東予東  西条東  東予東  東予東  西条北  

女子３年 １００ｍ 渡邊妃那梨 (3) 13.09 日野ちはる (3) 13.72 中西　　紗 (3) 13.75 佐伯　里緒 (3) 13.80 加藤　優奈 (3) 14.16 國田　修花 (3) 西条東 14.54 山路　優羽 (3) 14.66
(3年) 西条北  西条南  西条北  西条北  西条南  武田　真酉 (3)  河北  西条南  

女子 ２００ｍ 黒川　紗奈 (2) 28.15 矢葺　陽奈 (2) 28.83 佐藤にいな (2) 29.29 國田　修花 (3) 29.83 久次米咲希 (2) 29.87 日浅　　萌 (2) 29.88 日野　七美 (2) 30.69 越智　唯愛 (3) 31.27
東予東  西条北  西条東  西条東  東予東  東予東  西条北  西条東  

女子 ８００ｍ 武田　唯愛 (2)  2:29.17 鎌田結姫乃 (3)  2:31.93 近藤　楓香 (1)  2:32.34 下岡有理子 (3)  2:32.90 松平えれな (3)  2:36.80 矢野　　碧 (3)  2:37.62 永易　小夏 (2)  2:39.02 藤原　華奈 (2)  2:44.17
東予東 東予東 小松 西条北 西条北 西条東 西条北 東予東

女子１年 １５００ｍ 近藤　楓香 (1)  5:03.43 苅田　結愛 (1)  5:59.67 兼上　愛彩 (1)  6:03.65 寺田乃々葉 (1)  6:17.40

(1年) 小松 西条北 西条北 東予東
女子２年 １５００ｍ 武田　唯愛 (2)  4:58.15 永易　小夏 (2)  5:18.96 藤原　華奈 (2)  5:31.05 稲井　芽衣 (2)  5:45.44 中川葉都紀 (2)  5:47.81

(2年） 東予東 西条北 東予東 東予東 西条北
女子３年 １５００ｍ 鎌田結姫乃 (3)  5:14.22 下岡有理子 (3)  5:16.39 矢野　　碧 (3)  5:16.46 松平えれな (3)  5:28.15 山内　香音 (3)  5:39.12 寒田　陽彩 (3)  5:59.21 伊藤瀬梨那 (3)  6:05.81 阿河　遥香 (3)  7:03.96

(3年） 東予東 西条北 西条東 西条北 西条南 東予東 西条南 西条東

女子 １００ｍＨ 渡邊妃那梨 (3) 14.86 石壷あおい (3) 16.46 日野ちはる (3) 17.04 矢野　　遙 (1) 18.51 苅田　結愛 (1) 22.19

(0.762m) 西条北  西条南  西条南  西条東  西条北  

女子 ４×１００ｍ 西条北 52.05 西条南 53.92 東予東 55.09 西条東 55.55

  中西　　紗 (3)   加藤　優奈 (3)   長野　りあ (2)   越智　千裕 (2)

  渡邊妃那梨 (3)   日野ちはる (3)   黒川　紗奈 (2)   佐藤にいな (2)
  築山　　愛 (3)   石壷あおい (3)   越智友咲菜 (2)   竹本　彩七 (3)

  佐伯　里緒 (3)   山路　優羽 (3)   日浅　　萌 (2)   國田　修花 (3)
女子 走高跳 黒川　紗奈 (2) 1m50 加藤　凪紗 (3) 1m25 谷　　夏輝 (2) 1m05

東予東 西条東 西条南

女子 走幅跳 築山　　愛 (3) 4m64 竹本　彩七 (3) 4m27 和田　萌々 (3) 4m15 稲井　萌心 (2) 4m07 近藤良志乃 (3) 4m01 山田　希愛 (1) 3m95 西原　紗恵 (3) 3m74 尾崎　実咲 (3) 3m68
西条北  0.0 西条東  0.0 西条北  0.0 東予東  0.0 小松  0.0 西条北  0.0 西条東  0.0 西条東  0.0 

女子 砲丸投 越智友咲菜 (2)   9m03 仙波　　心 (3)   8m66 須田　成美 (3)   8m40 神野　優依 (2)   8m23 緒方　　杏 (3)   7m53 佐伯　美桜 (1)   7m18 阿河　遥香 (3)   7m05 加藤　凪紗 (3)   6m57

(2.721kg) 東予東 東予東 西条南 小松 西条北 小松 西条東 西条東



時間 種目 出場選手 学校 コース タイム 順位 県出場権

9:15 男子２００ｍ個人メドレー 宇佐美　甚吉 小松 4 ２分２７秒９３ 1 ◎

9:20 男子１００ｍ背泳ぎ 橋本　怜和 東予東 4 １分２８秒４９ 1 ○

9:25 女子１００ｍ背泳ぎ 釣本　日都子 小松 4 １分３３秒２２ 1 ○

檜垣　駿哉 東予東 3 １分３０秒３３ 3

田中　稔也 河北 4 １分７秒１４ 1 ◎

宇佐美　弥市 小松 5 １分１０秒３８ 2 ◎

石原　凌介 東予東 3 １分２９秒８５ 1 ○

高橋　駿 西条北 4 １分３８秒３２ 2

9:40 女子１００ｍ平泳ぎ 能瀬　愛歩 小松 4 １分２６秒１８ 1 ◎

9:45 男子１００ｍ自由形 三島　凛太郎 西条北 4 １分９秒１１ 1 ○

日野　姫花李 東予東 3 １分４秒２１ 1 ◎

寺川　朋花 小松 4 ２分０秒３５ 2

尾田　絆莉 東予東 2 ４分５４秒２２ 3 ◎

石原　孝太郎 東予東 3 ４分３７秒５３ 2 ◎

塩出　大剛 西条北 4 ４分３１秒７２ 1 ◎

越智　翔麻 小松 5 ４分５４秒８６ 4 ◎

10:05 女子４００ｍ自由形 二宮　彩瑛 西条北 4 ５分２５秒８８ 1 ◎

10:30 女子２００ｍ個人メドレー 釣本　日都子 小松 4 ３分２０秒８１ 1 ○

橋本　怜和 東予東 3 ３分９秒９５ 2

宇佐美　甚吉 小松 4 ２分２８秒６８ 1 ◎

檜垣　駿哉 東予東 3 ３分２３秒３６ 2

宇佐美　弥市 小松 4 ２分３７秒３６ 1 ◎

石原　凌介 東予東 3 ３分１０秒６７ 1 ○

高橋　駿 西条北 4 ３分４１秒９６ 2

10:50 女子２００ｍ平泳ぎ 能瀬　愛歩 小松 4 ３分０秒５２ 1 ◎

10:55 女子２００ｍ自由形 日野　姫花李 東予東 4 ２分２０秒５９ 1 ◎

田中　稔也 河北 3 ２８秒０９ 1 ◎

三島　凛太郎 西条北 4 ２８秒２２ 2 ◎

11:02 女子５０ｍ自由形 寺川　朋花 小松 4 ４７秒４５ 1 ○

尾田　絆莉 東予東 2 １９分３７秒７０ 3 ◎

塩出　大剛 西条北 3 １７分３秒４１ 1 ◎

石原　孝太郎 東予東 4 １７分７秒９７ 2 ◎

越智　翔麻 小松 5 １９分４４秒９３ 4 ◎

11:30 女子８００ｍ自由形 二宮　彩瑛 西条北 4 １１分４秒３９ 1 ◎

11:50 男子４×１００ｍフリーリレー 石原、石原、尾田、橋本、檜垣 東予東 4 ４分４５秒３８ 1 ○

※　標準記録突破に◎

男子１５００ｍ自由形

男子５０ｍ自由形

11:05

10:40 男子２００ｍバタフライ

11:00

女子１００ｍ自由形

男子４００ｍ自由形

男子２００ｍ背泳ぎ

休憩　１５分間

9:55

9:50

令和４年度　西条市中学校総合体育大会
水　泳　競　技　の　部　

競技結果

9:35 男子１００ｍ平泳ぎ

男子２００ｍ平泳ぎ10:45

10:35

男子１００ｍバタフライ9:30


