
会場  西条ひうち陸上競技場

記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名

11”97 12”19 12”28 12”30 12”43 12”59 12”60 12”71

+0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0

NGR NGR

11”68 11”96 11”97 12”00 12”17 12”18 12”19 12”27

+0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

23”62 23”92 24”22 24”37 24”80 24”90 24”92 25”21

+1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

53”10

NGR

８００ｍ 2’13”54 小笠原　航雅 津島 2’13”67 友岡　佑太 雄新 2’14”20 高橋　塁 南第二 2’15”51 八塚　匠希 津田 2’16”17 松本　尚也 松山南 2’16”77 河野　宇志 城東 2’17”45 髙木　優 大洲北 2’19”16 赤瀬　生磨 伯方

4’34”40

NGR

２年１５００ｍ 4’27”36 伊藤　聡史 吉田 4’29”83 河野　遥伎 城川 4’30”59 渡部　康平 北条北 4’34”40 大澤　知輝 今治西 4’35”36 山内　崇徳 東予東 4’35”80 二宮　直人 城南 4’36”43 小野　球道 川東 4’38”13 平岡　祐也 道後

３０００ｍ 9’31”15 松浦　慎 城北 9’32”27 藤原　歩夢
県立松山

西
9’32”99 栗山　一輝 城南 9’38”35 小田　智紀 川東 9’42”50 河野　翔太 津島 9’43”92 求　陽介 吉海 9’47”71 山本　海 城辺 9’56”25 梶原　貴裕 青石

16”82 17”90 18”05 18”32 18”65 18”91 19”20 19”57

+0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

走高跳 1m72 石本　春樹 南第二 1m66 瀧本　彪雄 三島東 1m60 西本　皐斗 余土 1m60 横山　巧 川東 1m60 仲　翔平 城南 1m55 石川　晃大 西条北 1m55 河田　陸 明浜 1m50 近藤　壮 東予東

5m71 5m56 5m56 5m48 5m46 5m41 5m36 5m35

-0.3 +0.0 -0.9 -0.5 -0.3 -0.4 -0.2 +0.3

11m69 11m22 10m84 10m27 10m14 10m14 10m12 9m96

-0.6 -0.1 +0.0 -0.1 +0.0 +0.0 +0.0 -0.1
NGR

砲丸投 10m64 八木　優人 今治西 10m24 伊藤　雄飛 西条南 9m87 町田　滉貴 新田青雲 9m19 広瀬　将貴 南第二 9m05 梶原　孝一 明浜 8m86 石川　誠一郎 余土 8m78 宇佐見　一輝 今治日吉 8m77 竹松　良謙 三津浜

長野　旭伸 三原　敬弘 藤田　恭介 德本　睦樹 八木　彰宏 平田　智也 上甲　貴也 須上　和真

石丸　友紳 松野　稜 寺川　大将 河本　颯太 橋元　建 若本　隆平 中村　信吾 土居　鈴弥

宇都宮　将 篠原　次元 中川　侑弥 友岡　佑太 村枝　耀平 中原　佳輝 宇都宮　広樹 田中　良真

NGR 瀬川　直輝 笹井　秀斗 山岡　龍平 石井　賢行 六郎面　有佑 阿部　健太朗 大塚　志文 河野　遥伎

NGR:大会新記録   １年100m(予選）　　11"93　六郎面有佑(桜井)

44”85
４×100mリレー 南第二 47”55 余土 48”03 西条北 48”13 雄新 48”45 桜井 49”28 愛大附属 49”31 明浜 49”34 城川

三段跳 天野　誠也 南第二 楠橋　孝生 今治西 青野　凌太 城西 丸山　哲平 松山南 白石　直也 弓削 白石　貴一 弓削 大濱　魁斗 明浜 河本　哲 勝山

１年１５００ｍ 小川　虎也 津田 4’38”68 塩崎　良太 城川 今治南 4’45”06 浜田　凌也 吉田4’39”73 長山　真也 吉田 4’40”78 門田　秀利 松山西 4’45”17 中矢　裕貴 垣生 4’45”59 白方　剛大 砥部

西条北中川　侑弥59”61
県立松山

西
石井　悠人59”38余土松野　稜58”12済美平成富士川　怜史西条南 56”98松本　聖一郎４００ｍ

滝本　光希西条北藤田　恭介松山南榎本　流斗

伊藤　立樹55”08雄新

中島

石丸　友紳53”84松山西 河本　颯太55”04南第二

新谷　拓郎椿村瀬　太一桜井六郎面　有佑

平成23年10月30日

６位 7位 ８位

松柏今治日吉

大西余土 後 藤 礼 砥部 梶 本 竜 也 大西 矢 原 諒１１０Ｈ 池田　幹太 南第二 阿部　碧 港南 越智　暁彦

南第二 若本　隆平 愛大附属 山岡　龍平

三島東 高 岡 純 也

西条南

4’42”54 織田　峻綺

高谷　剣志

西条北 高橋　宏

今治明徳

４位 ５位

尾上　和也 大洲北

桑原佐伯　初都矢野　泰成
1年１００ｍ

走幅跳 大場　悠貴 西条東 中原　佳輝

第24回　愛媛県中学校新人体育大会　兼　第5回　愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会　

１位 ２位 ３位

久万 篠原　次元青石 山本　佳依 大洲北 真部　大輔 今治西 吉田　幸輝 余土愛大附属 村上　登夢 吉海 河野　海都

渡部　貴大 済美平成 白石　隆斗 松山南 安部　豪将

中山　葉野人２００ｍ 宇都宮　将

伊藤　優輝 中萩 真鍋　諒大 北郷2年１００ｍ 瀬川　直輝 南第二 笹井　秀斗 余土

川東 三原　敬弘 余土 弓削　暁

西条東 星川　勝文 川之江北

愛光



会場  西条ひうち陸上競技場

記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏  名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏  名 学校名

13”45 13”51 13”56 13”63 13”72 13”85 13”87 13”88

+1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

NGR

12”93 13”09 13”23 13”33 13”36 13”50 13”53 13”53

+0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7

27”42 27”48 27”88 27”92 27”96 28”04 28”10 28”27

+1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1

８００ｍ 2’29”87 横山　みのり 三津浜 2’30”50 渡邉　美紗 吉海 2’32”64 徳本　彩菜 港南 2’32”69 中尾　美咲 松山南 2’32”79 谷岡　梨央 北伊予 2’33”64 保利　比奈子 北郷 2’33”88 近藤　沙紀 今治日吉 2’36”68 砂古　美裕 垣生

１年１５００ｍ 4’59”50 平岡　和佳奈 松山南 5’00”18 長尾　怜南 愛宕 5’02”45 結城　渚 道後 5’06”79 山内　望楓 近見 5’07”38 藤原　唯 桜井 5’10”58 竹内　愛 砥部 5’10”91 松浦　華 西条北 5’11”71 岩佐　彩花 内宮

4’44”69

NGR

16”04 16”17 16”54 16”67 16”80 16”82 16”90 17”07

+0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7 +0.7
NGR

亀岡　里菜 城西

谷岡　叶葉 南第二

宮崎　沙月 県立今治東

山本　知枝 雄新

4m83 4m70 4m66 4m64 4m60 4m43 4m38 4m33

-0.1 -0.1 -0.4 -0.5 -0.3 -0.1 -0.4 -0.9

砲丸投 9m82 本田　ゆりか 今治日吉 9m12 泉　花奈 中萩 8m93 西原　美結 港南 8m86 坂口　愛美 城川 8m83 白石　南名聖 松山北 8m70 光宗　紫乃 愛大附属 8m63 青野　杏梨 丹原東 8m55 松木　唯菜 中萩

鳥生　さちか 桧垣　侑利 山口　夏実 渡部　真依 佐藤　愛菜 郷田　夏梨 久保　詩織 岡田  里和

門多　柚花 武井　保菜実 竹内　まり 檜垣　佳純 和田　宏美 谷村　華奈 髙本　穂歩 戎井　陽歩

萩森　紀恵 髙根澤　紗香 山本　唯弥 村上　美帆 近藤　麻尋 山下　菜那 石川　莉子 智葉　生夏映

羽浦　あかり 中村　真衣子 越智　涼香 松田　梨恵 庄屋　祐希 松原　衣梨 神野　瑠歌 岡田　佳那子

NGR:大会新記録＋

久米 54”25
県立松山

西
54”31 今治西 54”53 大洲北

上田　明茄 余土

北条北井上　ひいろ今治南

松山西 54”67

２００ｍ 阿部　希海

桑原 55”00 西条東 55”35４×100mリレー 53”26 宇和 53”62

１年１００ｍ 松本　なぎさ 宮窪 藤原　絢那 立花 矢野　七瀬

宇和 武井　保菜実

済美平成 岡山　千夏 城川 久保田　杏香

中島　香穂里堀部　舞宇和

椿 中西　日和

阿部　芹香

久米 梶原　紗樹 津島

大下　香穂 真穴 松本　星羅肱東

済美平成

久米

１００Ｈ 港南萩森　紀恵今治西松田　梨恵

２年１５００ｍ

今治日吉庄屋　祐希伯方 玉井　寿理 川東保内 竹内　まり

県立松山
西

山本　唯弥

角野倉崎　翠北郷北伊予奥村　奈穂子今治日吉徳永　美佐希雄新

藤本　光理

7位 ８位

河邉　菜月宇和黒田　彩夏宇和 4’57”01 4’58”97 4’59”96 5’02”41

第24回　愛媛県中学校新人体育大会　兼　第5回　愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会　

１位 ２位 ３位 ４位

濵田　成海 明浜 檜垣　佳純

５位 ６位

川之江北

県立松山
西

日野　有維

宇和是澤　磨莉乃 樋口　希4’53”93 5’07”35 木村　祐実 5’10”52

２年１００ｍ 越智　佳歩 桜井 鈴木　真衣 合田　美優今治西 久谷 門多　柚花 宇和

走幅跳

走高跳 1m40 森　美里

平成23年10月30日

石井　友唯西山　侑実 西条北

桑原 別處　葉奈 三津浜 岡田  里和 大洲北二宮　花帆 余土 相田　うの

松山西 村上　咲恵華

西条南尾﨑　サキ

1m35 城川 1m35 高村　友美

山 﨑 南川之江北

俊成　桃花 港南

松山南

1m35済美平成 1m35

仲神　未緒 砥部 松原　衣梨

立花




