
担当会長 担当救護 ブロック専門委員

会場責任者 （学校名） 県専門部長

砂野　美和

（雄新）

中越　由美子

（旭）

行定　惠志 芝　　久美

三瀬　修平 （広見）

高山　佳代

三瀬　修平 （松野）

行定　惠志 森岡　初美

山田　雅也 （日吉）

岡田　久美

山田　雅也 （城南）

筒井　宗彦 志田　かえ

井上　博 (中萩)

松浦　綾音

井上　博 (別子)

萩尾　有希

井上　博 (新居浜東)

筒井　宗彦 武田　知佳

井上　博 (新居浜西)

田窪　鉄哉 清水　裕子

重松　一志 （今治東）

大西　塁子

藤本　恒平 （港南）

窪　佳央理

藤本　恒平 （岡田）

三谷　由紀子

藤本　恒平 （北伊予）

柿本　　久 竹本　りえ

藤本　恒平 （双海）

村上　和枝

野本　敬太 （余土）

久保　絵里香

野本　敬太 （久米）

二神　彩奈

野本　敬太 （久米）

二神　彩奈

野本　敬太 （久米）

10:30

１１／１２（日）

１１／１１（土） 7:30

7:30

北条スポーツセンターＡ

8:00

9:15

12:00

廣瀬　太郎

10:00

15:3010:00

井上　　博

國和　智彦

堀内　佐波

重松　一志

１１／１１（土）

17:00

11:30 12:30

9:00

10:00

平成２９年度　第３０回愛媛県中学校新人体育大会　兼　第１１回愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会

日　程　・　会　場　・　担　当　者　等　一　覧　①

※１　大会開催日において、開会式がある場合は、開会式の開始時刻までに会場に到着してください。

※２　上記以外の大会開催日は、競技開始時刻の３０分前までには会場に到着してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

競　　　　技 性 会　　　　　　　　　　場

H29.10.30変更

期　　日 開　　場 開会式 競技開始 閉会式

陸　上　競　技 男女 ニンジニアスタジアム １１／１１（土） 7:00

バスケットボール

男女 鬼北総合公園体育館

１１／１０（金） 11:00

9:30

１１／１１（土） 9:00

9:00

笹本　太三郎

8:00

8:45 9:30 片岡　　覚

矢野　隆行

11:30 12:00

14:30

三瀬　修平

男 吉田町ふれあい健康センター １１／１１（土）

13:30

１１／１２（日）

8:00 9:00

8:00

山中　誠弘

7:30

9:00

8:30

8:00

新居浜グリーンフィールド

１１／１０（金）

１１／１１（土） 8:00

8:00

サ　ッ　カ　ー

ハンドボール 男女 菊間総合体育館

１１／１１（土）

１１／１２（日）

１１／１２（日）

１１／１３（月）

１１／１２（日）

軟　式　野　球

伊予市民球場

１１／１０（金） 10:30

１１／１４（火） 7:30

１１／１０（金）

北条スポーツセンターＢ

15:00

１１／１１（土） 7:30 9:00

7:30

9:00

12:00

9:00

9:00

9:30



担当会長 担当救護 ブロック専門委員

会場責任者 （学校名） 県専門部長

笹本　太三郎 福井　留美

中矢 まゆみ （美川）

笹本　太三郎 村田　直美

髙橋　有加 （久万）

岡田　　光 髙橋　英子

越智　豊文 （東予西）

岡田　　光 大田　亜実

越智　豊文 （丹原西）

佐々木　篤志 田坂　洋子

黒田　雄一 (川東)

佐々木　篤志 岩野　紘子

黒田　雄一 (新居浜北)

桑原　　均 徳永　直美

津吉　優樹 （今治南）

桑原　　均 赤瀬　玲帆

津吉　優樹 （玉川）

小倉　和芳 山内　美保

二宮　安道 （河辺）

河野　敏男 高岡　恵

二宮　安道 （大洲北）

松岡　誠一郎 中田　愉子

菊池　蔵人 （中島）

渡部　浩美 武藤　亜希子

菊池　蔵人 （興居島）

正岡　洋介 田中　輝美

橋本　清 （重信）

越智　祐二 松澤美保子

杉山　安隆 （小松）

越智　祐二 眞鍋　絵美

杉山　安隆 （丹原東）

三好　美覚
菊池　和也

井上　ゆか

篠川　照香 （愛宕）

菊池　和也 井上　由美

篠川　照香 （八代）

鈴木　文博 赤樫　律子

小松　清行 （一本松）

鈴木　文博 赤樫　律子

小松　清行 （一本松）

井上　　健 西山　純子 井上　省吾

井上　省吾 （野村） 矢野　雅己

横田　　浩 日野　つたえ

安居　博之 （日浦）

松本　一孝 矢野　葵

横田　康子 （県立松山西）

横田　　浩 和田　亜弥

横田　康子 （南第二）

坂本　利夫

日　程　・　会　場　・　担　当　者　等　一　覧　②　（案）

※１　大会開催日において、開会式がある場合は、開会式の開始時刻までに会場に到着してください。

※２　上記以外の大会開催日は、競技開始時刻の３０分前までには会場に到着してください。

競　　　　技

松本　雅裕

槇　光一郎

二宮　安道

向井　俊博

平成２９年度　第３０回愛媛県中学校新人体育大会　兼　第１１回愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会

性 会　　　　　　　　　　場

ソフトテニス

12:30

9:00 11:00

１１／１１（土） 7:30

8:30

8:30

１１／１２（日） 7:30 9:00

期　　日

田邉　裕司

八塚　　光

梶谷　宗範

開　　場 開会式 競技開始 閉会式

男女 今治市営スポーツパーク

１１／１１（土） 8:00 9:15 9:30 17:00

１１／１２（日） 8:00 9:15 9:30 17:00

卓　　　　球 男女 大洲市総合体育館

１１／１１（土） 8:00 9:00 9:30 17:00

１１／１２（日） 8:00 9:00 9:30 16:00

バドミントン 男女

１１／１１（土） 8:30 9:30 10:00

北条スポーツセンター体育館

8:30

16:30

１１／１２（日） 9:30 16:00

ソフトボール

男 東温市かすみの森公園

9:00

１１／１１（土） 7:30
吉田　耕規

女 東予運動公園
橋本　　清

柔　　　　道 男女 八幡浜市民スポーツセンター

１１／１１（土） 8:10 10:10 10:30 14:00

１１／１２（日） 8:10 10:10 10:30 14:30

剣　　　　道 男女 一本松交流促進センター

１１／１１（土） 8:00 10:00 松浦　貴史

１１／１２（日） 8:00 9:30 15:00 坪田　朋也

野村中学校 １１／１１（土） 8:30 9:50

10:20

10:00 13:30

ラグビーフットボール 北条スポーツセンター球技場 １１／１１（土） 8:00 10:00

相　　　　撲 男

8:50 16:30

14:00

テ　 ニ 　ス 男女 松山中央公園

１１／１１（土） 8:20 9:20 16:30

１１／１８（土） 8:00 10:15

１１／１２（日） 8:20

8:50

9:30

10:30 16:00 南　　秀治

新　　体　　操 女 県総合運動公園体育館 １１／１８（土）

体　操　競　技 男女 県総合運動公園補助体育館

相原　真紀

バレーボール

男 西条市総合体育館

１１／１１（土） 8:30 9:15 9:30

大谷　　隼

１１／１２（日） 8:30 9:30 15:00

17:008:00 10:50 11:10

女 新居浜市民体育館

１１／１１（土） 8:30 9:15

樋野　慎平

１１／１２（日） 8:30 9:30 15:00

9:30


