
第60回愛媛県中学校総合体育大会 場所 愛媛県総合運動公園陸上競技場

　　　　　　陸上競技の部 決 勝 記 録 一 覧 表 （ 男 子 ） 期日：平成20年7月20日～21日

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

21日 １００ｍ（１年） 河崎      陸(1) 12.28 田中  光一郎(1) 12.32 島田      翔(1) 12.56 近藤      翼(1) 12.56 松比良    奨(1) 12.72 鈴木    拓彌(1) 12.74 楠      大輝(1) 12.90 細川    浩暉(1) 12.94

風:+1.0 宮窪 中島 港南 今治西 城辺 県立宇和島南 久米 城東

21日 １００ｍ（２年） 近藤    宏紀(2) 11.75 田増  健太郎(2) 12.01 神尾    直樹(2) 12.03 山下    大輝(2) 12.03 平山      翼(2) 12.09 堀      賀博(2) 12.21 富士川  尚礼(2) 12.22 高市  将太郎(2) 12.22

風:+0.0 城西 川内 今治日吉 八代 吉海 西条北 吉田 南第二

21日 １００ｍ（３年） 上田    大貴(3) 11.37 立花    啓介(3) 11.76 中野      拳(3) 11.77 上甲    涼平(3) 11.86 高山    勇輝(3) 11.86 村井    篤弥(3) 11.89 高石    知洋(3) 11.91 鎌田    侑汰(3) 11.96

風:+0.0 南第二 南第二 城東 宇和 東予東 (同順4位) 愛光 河北 川之江北

ト 20日 ２００ｍ 瀬戸川  聖人(2) 23.61 谷村    勇輔(3) 23.67 立花    啓介(3) 23.74 大浦    龍馬(3) 23.84 高山    勇輝(3) 24.08 渡辺    雄介(3) 24.12 程野  綜一朗(3) 24.17 中野      拳(3) 24.21

風:+1.8 津田 県立松山西 南第二 久谷 東予東 桜井 雄新 城東

21日 ４００ｍ 谷村    勇輔(3) 52.43 上田    大貴(3) 52.59 本谷    謙次(3) 53.77 佐伯      廉(3) 54.78 岡      勇気(3) 55.74 越智    泰勢(3) 56.84 武田    将希(3) 57.36

県立松山西 南第二 桜井 川東 城西 土居 南第二

ラ 21日 ８００ｍ 古谷    崇洋(3)  2:04.49 塩見    康平(3)  2:06.50 秦      将吾(2)  2:06.92 市川      崇(3) 2:08.85 佐伯      廉(3)  2:09.66 戒田    規彰(3)       佐伯      宥(3)  2:12.61

砥部 吉海 立花 重信 川東 宇和 NM 近見

21日 １５００ｍ（１年） 宮内    聡司(1)  4:45.93 山口    涼矢(1)  4:47.06 脇水    陽圭(1)  4:47.64 福島    大海(1) 4:47.70 小川    雅秀(1)  4:47.72 佐野    宏樹(1)  4:49.67 宮内      惇(1)  4:50.36 上野    慎介(1)  4:50.54

港南 吉田 雄新 八代 松山西 津島 南第二 平野

ッ 21日 １５００ｍ（２年） 入江    龍星(2)  4:21.23 山下    克尚(2)  4:23.74 秦      将吾(2)  4:24.08 谷宮    尚樹(2) 4:25.76 古賀    貴也(2)  4:30.00 和家    惇孝(2)  4:30.13 谷本    研次(2)  4:31.36 松崎    純也(2)  4:31.87

城辺 明浜 立花 内子 三津浜 松柏 長浜 県立宇和島南

21日 １５００ｍ（３年） 高橋    政宗(3)  4:19.40 井上      航(3)  4:20.16 山下    貴博(3)  4:20.31 中川    貴光(3) 4:21.04 越智    高志(3)  4:22.37 田村    友希(3)  4:23.26 古谷    崇洋(3)  4:24.83 新田    祥偉(3)  4:25.13

南第二 重信 城北 宇和 大西 津島 砥部 川東

ク 21日 ３０００ｍ 中川    貴光(3)  9:26.62 田村    友希(3)  9:28.63 村上    慶匡(3)  9:32.03 長井    英明(3) 9:35.32 山下    和真(3)  9:35.73 山下    智貴(2)  9:37.04 中越    慈規(3)  9:42.26 真部    正崇(3)  9:42.73

宇和 津島 伯方 川東 城北 砥部 三津浜 北郷

21日 １１０ｍＨ(0.914m) 河井    和馬(3) 15.08 菊澤    健一(3) 15.50 西山      颯(3) 15.86 林      秀真(3) 15.98 田中    裕人(2) 16.16 塩崎    涼太(3) 16.22 松田    颯麿(3) 16.44 瀬野    宏則(3) 16.86

風:-0.3 砥部 ◎ 吉田 愛大附属 南第二 椿 川東 今治日吉 今治日吉

21日 ４×１００ｍ 吉田 46.27 川之江北 46.45 八代 46.72 砥部 46.85 河北 47.06 五十崎 47.71

   富士川  尚礼(2)    間島    良介(2)    渡邊    幹夫(2)    大塚  遼太郎(3)    藤枝      健(3)    谷岡    昇勢(3)

   坂井      聖(3)    鶴井    昴汰(2)    山下    大輝(2)    田邊    純也(3)    一色    健人(3)    森脇    諒真(2)

   毛利    颯太(3)    矢野  雄太郎(3)    松本    聖矢(3)    河本    悠吾(3)    伊藤    裕也(3)    古野    裕一(3)

   菊澤    健一(3)    鎌田    侑汰(3)    坂井    昭太(3)    河井    和馬(3)    高石    知洋(3)    林田    道弘(3)

20日 走高跳 高津    魁人(3) 1m79 佐々木  達弥(3) 1m76 宮内      渉(3) 1m76 越智    大斗(3) 1m76 坂井      聖(3) 1m65 濱口    隼矢(3) 1m65 掛水      孝(3) 1m65 藤本    琢也(3) 1m60

川之江南 南第二 松山南 愛大附属 吉田 三瓶 松山南 (同順6位) 菊間

フ 20日 棒高跳 宇都宮    輝(3) 3m50 武田    宏太(3) 3m00 西岡    龍汰(2) 3m00 清水    敏治(3) 2m90 山内  勇之介(3) 2m90 緒方    涼星(3) 2m90 恵美須  直人(3) 2m80 野中    優宏(3) 2m70

ィ 南第二 雄新 勝山 (同順2位) 港南 吉田 勝山 吉田 南第二

｜ 20日 走幅跳 上甲    涼平(3)   6m53 小西    裕喜(3)   6m10 茂松    佑人(3)   6m08 田中    勝也(3)   6m00 甲斐    祐弥(3)   5m91 渡辺    雄介(3)   5m75 渡部    盛大(3)   5m73 神谷    卓也(2)   5m67

ル 宇和-1.4 ◎ 大洲東+0.5 久米+2.2 宇和海+1.1 川東-0.1 桜井+1.7 新田青雲+0.7 北郷-0.9

ド 21日 三段跳 松下    洸己(3)  12m67 坂井    昭太(3)  12m41 宇都宮    輝(3)  12m26 佐々木  達弥(3)  12m24 石川    善隆(3)  12m16 坂本    圭次(3)  12m15 茂松    佑人(3)  12m06 山上    直人(3)  12m05

県立宇和島南+1.1 八代+0.7 南第二-0.6 南第二-0.3 三島南+0.2 城西+0.6 久米+1.7 城東+0.8

21日 砲丸投(5.000kg) 三上    尚哉(3)  11m66 近藤    尚輝(3)  11m49 山田    賢典(3)  11m22 藤本    竜平(3)  11m16 横畑      毅(3)  11m04 眞鍋    優志(2)  10m94 赤瀬    文章(3)  10m45 道岡    明俊(3)  10m44

雄新 川内 今治日吉 雄新 西条北 今治明徳 川内 青石

混 21日 四種競技 河井    和馬(3)  2612 菊澤    健一(3)  2355 塩崎    涼太(3)  2246 岡田    侑己(3)  1974 山添    知総(3)  1911 吉村    和樹(3)  1821 赤坂      佑(3)  1766 久保    智哉(3)  1730

成 砥部        NPJ  NGR  ◎ 吉田 川東 南第二 勝山 津島 桜井 大洲北

【 NPJ:愛媛県中学新記録    NGR:大会新記録    ◎:全日中参加標準記録突破 】
※参考：男子３年１００ｍ予選  上田 大貴（南第二） 11.28     男子４００ｍ予選  上田 大貴（南第二） 51.60    以上 全日中参加標準記録突破
        男子３年１００ｍ  四国大会進出者決定戦により 上甲 涼平（宇和）が四国大会出場



第60回愛媛県中学校総合体育大会 場所 愛媛県総合運動公園陸上競技場

　　　　　　陸上競技の部 決 勝 記 録 一 覧 表 （ 女 子 ） 期日：平成20年7月20日～21日

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

21日 １００ｍ（１年） 岡田      薫(1) 13.72 西田    玲奈(1) 13.73 高橋    奈々(1) 13.81 真鍋      藍(1) 13.92 大家    香那(1) 14.03 清水    海帆(1) 14.06 岡本  みなみ(1) 14.12 山口    里菜(1) 14.12

風:+0.2 小田 愛大附属 東予東 久谷 南第二 今治日吉 御荘 椿

21日 １００ｍ（２年） 若藤    愛梨(2) 12.91 小川  愛理沙(2) 13.33 若藤    聖梨(2) 13.35 小田原  早彩(2) 13.43 中野    七美(2) 13.47 中矢    美奈(2) 13.54 矢野  紗友美(2) 13.58 安野    結花(2) 13.64

風:-0.6 県立松山西 北郷 県立松山西 雄新 肱東 南第二 西条東 今治南

ト 21日 １００ｍ（３年） 篠﨑  真里奈(3) 13.05 青野  紗由美(3) 13.21 西岡  真衣香(3) 13.23 藤下    侑奈(3) 13.23 上原    咲希(3) 13.25 潮見    千恵(3) 13.32 越智    綾香(3) 13.39 首藤    茉円(3) 13.51

風:-0.3 県立松山西 川東 南第二 西条北 (同順3位) 勝山 西条北 今治日吉 道後

20日 ２００ｍ 若藤    愛梨(2) 26.72 潮見    千恵(3) 26.97 西岡  真衣香(3) 27.27 徳永    夏帆(3) 27.37 上原    咲希(3) 27.50 柴田    園花(3) 27.66 首藤    茉円(3) 27.68 前田    莉奈(3) 27.81

風:+0.7 県立松山西 西条北 南第二 東予東 勝山 城東 道後 川東

ラ 21日 ８００ｍ 大内    詩野(3)  2:20.71 影浦  あかり(2)  2:22.40 河野　  早紀(3)  2:24.10 辰野    泰子(3) 2:24.95 重松  奈津子(2)  2:25.02 小田    萌子(2)  2:25.90 渡部    絢子(3)  2:25.95 川又    千明(3)  2:36.61

愛大附属 久米 今治南 保内 吉海 弓削 東予東 東予東

21日 １５００ｍ（１年） 坂本    夕夏(1)  5:05.42 石川    愛海(1)  5:10.81 島田    理恵(1)  5:10.85 村上  紗季里(1) 5:11.21 小西    望恵(1)  5:11.28 日野  未奈子(1)  5:16.54 青野    瑞希(1)  5:19.19 安岡    見保(1)  5:19.72

肱東 川之江南 久米 吉海 新谷 港南 川東 砥部

ッ 21日 １５００ｍ（２年） 村上    真帆(2)  4:50.63 重松  奈津子(2)  4:51.31 影浦  あかり(2)  4:53.07 伊藤    令那(2) 4:56.85 清水    惇子(2)  5:00.96 太田　  陽夏(2)  5:01.10 栗林  沙也香(2)  5:02.76 早崎      萌(2)  5:05.88

吉海 吉海 久米 余土 新谷 川之江南 宇和 川内

21日 １５００ｍ（３年） 河野　  早紀(3)  4:46.76 酒井  ひかり(3)  4:46.89 杉村  英里子(3)  4:47.40 川又    千明(3) 4:49.55 渡部    絢子(3)  4:53.95 大内    詩野(3)  4:54.42 山本    博子(3)  4:55.51 宇都宮  恵理(3)  4:57.26

今治南 余土 近見 東予東 東予東 愛大附属 砥部 平野

ク 21日 １００ｍＨ(0.762m) 徳永    夏帆(3) 15.11 浦田  真莉子(3) 15.26 青野  紗由美(3) 15.37 加藤  みゆき(2) 15.53 高橋      愛(2) 15.56 若松    順子(3) 16.15 新居田みのり(3) 16.32 石止      茜(3) 17.15

風:+0.7 東予東 ◎ 松山西 川東 小松 三津浜 雄新 大西 吉田

21日 ４×１００ｍ 川東 50.99 城東 51.28 南第二 51.60 東予東 52.01 今治日吉 52.43 西条北 52.50 雄新 52.69 勝山 53.14

   日野    和美(3)    山本    侑花(3)    中矢    美奈(2)    高橋    奈々(1)    寺田　　郁未(3)    兵藤    愛弓(3)    若松    順子(3)    篠原    早季(3)

   青野  紗由美(3)    石丸    早紀(3)    今村    史織(3)    藤岡  明日音(3)    越智    綾香(3)    藤下    侑奈(3)    城戸    洋美(3)    上原    咲希(3)

   稲見    早紀(3)    源    さやか(2)    吉田    志保(3)    濱田    彩佳(3)    越智    恵美(3)    佐伯    亜美(3)    青野    知香(3)    武智      愛(3)

   前田    莉奈(3)    柴田    園花(3)    西岡  真衣香(3)    徳永    夏帆(3)    上谷    茉綾(3)    潮見    千恵(3)    小田原  早彩(2)    堀    早紀子(3)

フ 21日 走高跳 尾中    美咲(3) 1m57 越智    愛実(2) 1m54 正    さおり(3) 1m51 高橋    怜子(2) 1m51 上谷    茉綾(3) 1m45 林      花鈴(1) 1m40 山本    裕子(2) 1m40 萩森    美咲(2) 1m40

ィ 大洲北 ◎ 大西 川之江北 川之江北 今治日吉 愛大附属 大西 (同順6位) 松柏 (同順6位)

｜ 21日 走幅跳 板野  寿々佳(3)   5m07 井門  可菜美(3)   5m05 池田    友香(3)   5m05 小田原  早彩(2)   5m00 城戸    洋美(3)   4m99 石井    夏実(3)   4m91 秋月      愛(3)   4m81 安野    結花(2)   4m75

ル 愛光+1.2 南第二+1.0 津島+1.7 雄新-0.2 雄新+1.5 角野+0.0 中萩+0.7 今治南-1.2

ド 20日 砲丸投(2.721kg) 稲見    早紀(3)  12m15 日野    和美(3)  11m86 穐岡  みのり(3)  10m81 平塚  美乃里(2)  10m62 横井    優奈(1)  10m39 加藤  真里愛(3)  10m30 宇都宮  芙美(3)  10m26 森      陽子(2)   9m97

川東 川東 城西 東予東 川東 愛大附属 旭 北郷

混 21日 四種競技 新居田みのり(3)  2181 永井    朋代(3)  2078 加藤  真里愛(3)  2023 萩藤      雅(3)  2003 伊井    菜月(3)  1892 東      美咲(2)  1816 八木    仁美(3)  1805 塩崎    仁美(2)  1693

成 大西 久米 愛大附属 美須賀 内海 雄新 今治西 西条東

【 ◎:全日中参加標準記録突破 】


