
競技スポーツの部
種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位

バレーボール 男子の部 神郷 中萩 金栄
小学生１部 中萩 神郷
小学生２部 はぶっ子 多喜浜
５年生の部 泉川 中萩

卓球 硬式の部 高岡・梶山(Re sturt) 伊藤・大岩(Re sturt) 船井・星加(チームJ)
ラージボール卓球 ダブルス Aリーグ 高橋幹・宮崎（さつき会） 横川・高橋宗(Re sturt・ﾘﾍﾞﾙﾀ) 元岡・岩本(ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ)

Bリーグ 伊藤秋・伊藤敬(さつき会) 和泉・武田(ﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ・桃山D) 森・曽我部(ﾍﾞﾙ卓友会)
Cリーグ 守谷・小野(さつき会) 曽我祐・曽我久(ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ) 井上・鴻池(さつき会)
Dリーグ 佐々木・高橋賀(桃山B) 伊東・高橋(ｼｰｱｲﾃｨ) 塩見・曽我部(桃山B)
Eリーグ 和田・三宅(桃山D) 田中・羽多野(ｽｲﾝｸﾞ) 田井・伊藤(ﾍﾞﾙ卓友会)
Fリーグ 真鍋・佐伯(桃山C) 松木徹・松木(本郷ｸﾗﾌﾞ) 鈴木・若田・田坂(ﾍﾞﾙ卓友会)

バドミントン 一般 高津 船木
小学生

ソフトボ-ル 男子1部
男子2部 垣生クラブ 規智美クラブ
男子3部 船木 高津 中萩
男子4部 新居浜球友会 新居浜ハイシニア
少年・少女の部 Aランク 上原 大江 田の上 馬渕東

Bランク 金子 大生院 岸の下 東田
Cランク 惣開 あつけし 浮島 宮西

バスケットボール 少女の部 新居浜西 神郷 新居浜小 (4位)　角野
少年の部 Fモンキッズ 中萩男子 金子
男・女

サッカー 少年 宮西 惣開
一般 宮西 高津 船木

ハンドボール 一般中高（男子） 新居浜クラブ 新工3年 新居西 EHCユース
一般中高（女子） 新居浜QUEEN 新商3年 新居浜VENUS 新商A

剣道 団体 小学生 低学年 武揚会 金子剣道会A 岡城館A 角野剣道会A
　 小学生 高学年 金子剣道会 岡城館 中萩剣道会 金栄剣道会
　 中学生 男子 南中学校A 川東中学校A 川東中学校B 角野中学校A
　 中学生 女子 角野中学校A 南中学校 川東中学校A 角野中学校B
個人 小学生 2年以下 佐々木　鷹弘 高島　哲平 日野　亜優馬 坂元　太詩

小学生 3,4年 佐々木　雅虎　 松木　鉄人 大西　琉太 久留主　遥人
小学生 5,6年 横山　愛佳 坂元　涼太 松木　岳人 山下　俊輔
中学生 男子 竹村　大器 大原　拓真 菰田　快人 清水　悠泰
中学生 女子 稲本　愛里 村上　佳菜 田尾　ゆめ 小西　優里奈
高校生 男子 尾崎　洸思 三宅　春輝 近藤　俊輔 児玉　桐吾
高校生 女子 福山　あきの 清水　富貴 田中　亜未 中塚　可恋
一　般 40歳未満 近藤　尚文 森　慎治 山本　顕子 山本　高虎
一　般 40歳以上 前田　忠信 柳原　直仁 伊藤　四郎 佐々木　俊雄

柔道 団体 小学生 新居浜柔道会 武揚会柔道部
中学生 Bチーム(清水・高橋・篠原・森) Aチーム(大西・森谷・神野・森岡)

高校・一般 新居浜高専 オヤジ連合 新居浜工業
個人 小　学 1,２年生 高橋　要　 石山　慶悟 斉藤　蒼太

小　学 3,4年生 石山　大翔 高橋　快 藤田　七光
小　学 5,6年生 藤田　晃多 藤田　晃多 玉井　季弥
中学生 森　宥人 森岡　光弥 高橋　凪
高校・一般 川堀　龍 小川　礼治 伊藤　稜二
初心者 濱本　夏奈 近藤　育

ソフトテニス 一般 男子 大澤・山田ﾍﾟｱ(ﾊﾞｯｶｰｽﾞ) 田坂・徳永ﾍﾟｱ(ﾊﾞｯｶｰｽﾞ) 玉井・玉井ﾍﾟｱ(ﾊﾞｯｶｰｽﾞ) 毛利・伊藤ﾍﾟｱ(一球会)
女子 明星・渡邊ﾍﾟｱ(東高) 渡辺・塩崎ﾍﾟｱ(東高) 藤本 ・笠井ﾍﾟｱ(高専) 山浦・高橋ﾍﾟｱ(高専)
シニア 吉川・近藤ﾍﾟｱ(あかがねｸﾗﾌﾞ) 土屋・越智ﾍﾟｱ(あかがねｸﾗﾌﾞ)

ジュニア 男子 藤田・飯尾ﾍﾟｱ(垣生小) 飯尾・藤平ﾍﾟｱ(垣生小・高津小) 白岡・吉岡ﾍﾟｱ(金子小・多喜浜小) 丹下・真鍋ﾍﾟｱ(神郷小・高津小)

女子 永易・吉岡ﾍﾟｱ(神郷小・多喜浜小） 山内・伊藤ﾍﾟｱ(多喜浜小) 樋口　岡部ﾍﾟｱ(金子小・垣生小)

中学生 1年生 男子 永居・三宅ﾍﾟｱ(南) 斉藤・瀧田ﾍﾟｱ(中萩) 前田・佐野ﾍﾟｱ(南) 鈴木・渡辺ﾍﾟｱ(川東)
1年生 女子 永易・加地ﾍﾟｱ(南) 山内・田口ﾍﾟｱ(東) 藤田・豊田ﾍﾟｱ(西) 藤田・秦ﾍﾟｱ(南)
2年生 男子 児島・村上ﾍﾟｱ(南) 加藤・三浦ﾍﾟｱ(南) 塩見・大楠ﾍﾟｱ(南) 小畑・松木ﾍﾟｱ(南)
2年生 女子 安田・田中ﾍﾟｱ(南) 藤田・加地ﾍﾟｱ(川東) 井上・浪花ﾍﾟｱ(中萩) 神野・菅ﾍﾟｱ(南)

ウエイトリフティング 小学生 田坂　美月 花畑　綾香・石川　幻希
中学生 50㎏ 貴島　優人
少年男子 53㎏ 松本　裕輝 柴田　郁弥

56㎏ 玉井　輔
69㎏ 曽我部　潤弥 白石　理 白石　唯人
77㎏ 藤田　啓佑 十亀　信広
105㎏ 香川　祥也 岩本　将大
+105㎏ 三木　健生

少年女子 48㎏ 入川　実那海 高橋　佳奈
58㎏ 脇　光乃里
63㎏ 森上　奈々
69㎏ 安藤　遙
75㎏ 森本　早稀

成年男子 56㎏ 篠原　義昭
85㎏ 遠藤　裕輝 増田　銀一

台風の為、中止

台風の為、中止

参加チームが少なかったため、今年度は開催せず。

　　新居浜市民体育祭第４５回記念大会　成績結果表

　種　別
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空手道 形個人 1部 1,2年 石井　大雅(松涛) 永野　徹(真誠) 松本　楓香(真誠) 近藤　海希(松涛)
2部 3,4年 永野　敦也(真誠) 今村　拓人(和道) 松本　宇(真誠) 松本　透弥(真誠)
3部 5,6年 丸山　千尋(真誠) 桑山　愛理(真誠) 永野　早紀(真誠) 重松　玲(真誠)
4部 中学生 山中　千愛実(真誠) 大西　慈思(松涛) 岩崎　大輝(和道) 神野　いちか(松涛)
5部 高校・一般 松本　孝司(真誠) 大原　航(松涛) 永野　優(真誠) 山中　瑛介(真誠)

形団体 1部 1,2年 松涛連盟 真誠館A 真誠館B
2部 3,4年 真誠館A 真誠館B
3部 5,6年 真誠館A 真誠館B
4部 中学生 松涛連盟 信誠館 和道会

組手個人 1部 1,2年 松本　楓香(真誠) 日野　海(真誠) 永野　徹(真誠) 岡野　怜佳(真誠)
2部 3,4年 永野　敦也(真誠) 松本 宙(真誠) 松本　透弥(真誠) 岡野　桃佳(真誠)
3部 小学5,6年 藤原　翔央(和道) 菅　浩太朗(真誠） 岡野　浩大(真誠) 石川　純(松涛)
4部 小学5,6年女子 永野　早紀(真誠) 重松　玲(真誠) 丸山　千尋(真誠) 桑山　愛理(真誠)
5部 中学生男子 丸山　凌平(真誠) 岩崎　大輝(和道) 大西　慈思(松涛) 藤原　陽央(和道)
６部 高校一般男子 松本　孝司(真誠) 菅　道正(真誠) 山中　瑛介(真誠) 永野　優(真誠)
7部 中・高・一般女子 山中　千愛実(真誠) 桑山　栞奈(真誠) 神野　いちか(松涛)

組手団体 高校一般男子 真誠館 松涛連盟 和道会
弓道 団体 高校 男子 新東A(加藤・東・伊藤) 新商A(池永・藤田・青木) 新西B(秦・大角・近藤)

高校 女子 新商B(永易・伊藤・檜垣) 新東A(真鍋・村山・加藤） 新東B(岸・明星・岡田)
一般 Aチーム(高橋修身・高橋理恵・阿部) Cチーム(服部・小池・木村) Gチーム(山川・大坪・篠原)

個人 高校 男子 加藤　幸樹(新東A) 秋山　湧輝(新工A) 青木　拓海(新商A)
高校 女子 網干　美紀(新商C) 永易　朱利(新商B) 伊藤　悠(新商B)
一般 男子 高橋　秀 高橋　修身 木村
一般 女子 篠原 嵯峨 坂本

軟式野球 一般 サウスオーシャン 新居浜ヤンキース
少林寺拳法 団体演武 別子D 新居浜瀬戸C 別子C

単独演武 少年 見習～７級 岡田 紗采(別子) 鴻上　夢叶(別子) 永井　秀継(新居浜瀬戸)
少年 6～4級 藤本 拓真（別子） 藤田　仁(別子) 堀川　大空(泉川)
少年 3～1級 宮武 啓太（泉川） 河村　海玖空(別子) 細川　怜央(別子)
少年 初段 飯尾　光(泉川) 近藤　哲弘(新居浜瀬戸) 片岡　真也(別子)
中学生 宮岡　玲奈(別子) 武内　菜々美(別子) 大原　颯生(新居浜瀬戸)

組演武 中口　雄琉(新居浜瀬戸) 横井　創志(新居浜瀬戸) 岡田　紗采(別子)
中口　翔琉(新居浜瀬戸) 永井　秀継(新居浜瀬戸) 石川　楓真(別子)
藤本 拓真（別子） 武内　大知(別子) 堀川　大空(泉川)
藤田　仁(別子) 藤本　拓真(別子) 加藤　総太(泉川)
齊藤 翔太（別子） 則友　礼慈(新居浜瀬戸) 齋藤　翔太(別子)
細川　怜央(別子) 永井　勇志(新居浜瀬戸) 藤本　裕一郎(別子)
片岡 真也（別子） 飯尾　光(泉川) 星加　彩友美(別子)
河村 海玖空（別子） 宮武　啓太(泉川) 片岡　真也(別子)
大原 颯生（新居浜瀬戸）
近藤　哲弘(新居浜瀬戸)

運用法 岸　葵斗(新居浜瀬戸) 難波江　奎芯(別子) 大西　生流(新居浜瀬戸)
大西　生流(新居浜瀬戸) 藤田　莉音(別子) 則友 絢太（新居浜瀬戸）
岸　桜太(新居浜瀬戸) 横井　創志(新居浜瀬戸) 中矢　敦翔(泉川)
横井　創志(新居浜瀬戸) 永井　秀継(新居浜瀬戸) 堀川　晴陽(泉川)
白石　理雄(新居浜瀬戸) 武内　大知(別子) 藤本　拓真(別子)
大原　爽乃(新居浜瀬戸) 藤本　拓真(別子) 藤田　仁(別子)
永井　勇志(新居浜瀬戸) 片岡　真也(別子) 細川　怜央(別子)
近藤　哲弘(新居浜瀬戸) 河村　海玖空(別子) 丸金　歩生(別子)

テニス 一般男子 原　玲生(フリー) 平田　隆一郎(新居浜高専) 山内　真吾(ファイヤーズ) 梶　和広(ファイヤーズ)
滝本　祐也(新居浜高専) 篠原　誠治(新居浜ローン) 河津　博文(ファイヤーズ) 峯　基康(ファイヤーズ)
長井　玲音(新居浜高専) 永易　正史(新居浜市役所) 寺澤　俊之(住友クラブ) 江口　修(エンドレス)
合田　幸広(新居浜高専） 宮原　信(新居浜市役所) 中田　邦彦(住友クラブ） 村上　和守(エンドレス)

一般女子 加藤　莉奈(新居浜東高) 白石　恵理子(リバティー) 佐薙　文恵(ファイヤーズ)

高橋　みなみ(新居浜東高) 久枝　光江(リバティー) 田中　留美(ファイヤーズ)

近藤　なつ(新居浜東高) 越智　萌莉(新居浜東高) 臼杵　香穂(新居浜東高) 冨永　萌愛(新居浜商業高)

佐光　美樹(新居浜東高） 越智　文香(新居浜東高) 鈴木　琴音(新居浜東高) 保子　知美(新居浜商業高)

松本　紗良(新居浜高専) 岡田　朋子(ファンクス） 田中　洋子(エンドレス)
伊藤　希実(新居浜高専) 岡田　光莉(新居浜北中) 江口　佐知子(エンドレス)

ロイヤル

セーリング ディンギー OP class 泉　創 中川　晃 矢野　正景
single hand 堤　虹葉 近藤　潤一郎 伊藤　いのり
double hand 1 大嶋・今村
double hand 2 真鍋・市川

昴 晴天に恵まれたが風が弱くレースを完走できたのは1艇のみ

Aクラス

少年

少年少年

少年

1～2年

幼年

小学生

小学生

レーサー・クルーザークラス

Aクラス

Bクラス

Bクラス

小学生小学生

見習～７級

初段

6～4級

少年

3～1級

中学生

3～4年

Cクラス

5～6年

参加チームが少なかったため、今年度は開催せず。
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馬術 ハナ　メルニク 近藤　三男 中屋　公子
エアコンコース マクシムクインティヌス 心丸
村上　晃信
鳥風
近藤　三男
マクシムクインティヌス
横山　公子
ルーチェ
松本　亮一郎 村上 喜信　 本田 成美
志風 鳥風 エアコンコース
白木　涼雅 神野　陸
マルタカキラリー マルタカキラリー

クレー射撃 個人 伊藤 千葉 岡田 藤田　理
ゲートボール 一般 Bチーム(伊藤・平尾・武田・渡辺) Cチーム(結城・真鍋・岡田・塩田・宇都宮) Dチーム(渡辺・網本・杉山・渡辺・吉岡)

水泳 竹内　稜翔 宮崎　太晟 吉田　若菜
拳法道 演武の部 幼年(年少・中) 越智　大翔 山田　愛誠 塩崎　瑞希・加地　幸来 (敢闘賞)田坂　優知

      組演武 幼年(年長) 杉田　一磨 塩崎　虎太郎 矢野　晃誠 塩崎　優人
小学 1年 吉岡　万悠莉 明星　光流 山川　祐暉 (敢闘賞)仙波　藍輝

光永　晴生 (敢闘賞)村上　幸雅
小学 2年 伊井　喜優 藤井　瑛司 近藤　隼誠 (敢闘賞)村上　華凛

西原　遥希 (敢闘賞)青山　史響
小学 3年 田坂　真捺 和田　周平 田窪　七海 (敢闘賞)前田　晃太

河村　郁弥 (敢闘賞)仙波　莉緒
(敢闘賞)二宮　彩華

小学 4年 船越　陽菜 和田　真平 神野　翔太 (敢闘賞)青野　樹斗
明星　武流 (敢闘賞)井上　輝琉愛

(敢闘賞)石村　翼壮
(敢闘賞)塩崎　汰輝
(敢闘賞)白石　直太朗

伊藤　妃菜 真鍋　咲月 印南　日和
小学 5年 前田　拳吾 佐藤　優希 杉田　義人

村上　諒
小学 6年 岡田　康奨 正木　誠也 柏木　悟 (敢闘賞)船越　祐介

加地　真大 (敢闘賞)福山　享太
(敢闘賞)和田　哲平

中学女子 永易　璃桜 加地　真記
中学男子 岩本　将宗 伊藤　丈一郎

(最優秀)山川　裕暉 (最優秀)近藤　隼誠
(最優秀)伊藤　妃菜 (最優秀)田坂　真捺
(最優秀)伊藤　丈一郎 (最優秀)岩本　将宗 (優秀)山下　愛佳 (優秀)田坂　莉緒

演武の部 年少 (最優秀)岡田　康奨 (優秀)石村　翼壮 (優良賞)堤　さと子 (敢闘賞)仙波　莉緒
　単独演武 (敢闘賞)二宮　彩華

(敢闘賞)河村　郁弥
(敢闘賞)村上　華凛

中学 (最優秀)石村　優佳 (優秀)小倉　大輝 (敢闘賞)井上　輝琉愛 (敢闘賞)仙波　藍輝
(敢闘賞)伊井　喜優 (敢闘賞)村上　幸雅

(敢闘賞)青山　史響 (敢闘賞)村上　諒 (敢闘賞)光永　晴生
ソフトバレーボール 一般の部 男子 Aチーム Cチーム Dチーム

女子 Eチーム Dチーム Bチーム
ゴルフ 個人　
クロッケー 団体 角野土橋Aチーム 中萩萩生西Bチーム 角野土橋Bチーム

小学5,6年女子

見習～4級
3級～1級

有段者

マスターズの部

クロス障害

ジムカーナ

台風の為、中止

B80㎝

障害

馬場

C70㎝

A22013

100㎝
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