
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 金栄 金子 神郷
女子の部 金栄 高津 中萩
小学生の部 低学年 神郷JVC 金栄アタッカーズ つばさJVC 金栄レシーバーズ

高学年 1部 泉川JVC 神郷JVC
2部 多喜浜JVC はぶっこJVC

卓球 硬式の部 チームJ（亀田・篠原） チームJ（高砂・田中） チームＪ（星加・鎌倉）
ラージボール卓球 ダブルス Aリーグ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ（桧垣・村上） さつき会（宮崎保・細川） チームY（藤田・石井）

Bリーグ ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ（岩元・小野さ） さつき会（高橋・守谷・鴻池） すみの（片山・高橋）
Cリーグ すみの（石川・三品） ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ（岡田・小野恵） さつき会（井上・田中）
Dリーグ 桃山D（岡田・小崎） ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ（篠原・加藤） 桃山A（田坂・伊藤）
Eリーグ 桃山B（三宅・藤原・大野） 桃山D（工藤・伏見） ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ（西山・西山）

バドミントン 一般 船木 金栄・惣開 中萩 新居浜・宮西
小学生 神郷Ａ 角野Ａ 中萩Ｂ

ソフトボ-ル 男子1部

男子2部 style 萩家
男子3部 高津パワーズ 中萩実年 船木実年クラブ
男子4部 新居浜球友会 翔龍ハイシニア
少年・少女の部 Aランク 大江 馬淵東 上原 田の上

Bランク 金子 高津Jr 本郷 宮西
Cランク 角野 浮島 治良丸 ラビッツ

バスケットボール 少女の部 高津 金子 神郷 垣生
少年の部 Fモンキッズ 中萩 金子
一般男子の部 らんず ＡＮＫＬＥ　ＢＲＥＡＫＥＲＳ

一般女子の部 新居浜西高 Ｌｅｔｉｔｂｅ

サッカー 少年 高津 中萩
一般 高津 中萩 宮西

ハンドボール 一般中高（男子） 新居浜クラブ TEAM４０'ｓ 新工１年 新工２年
一般中高（女子） 新東 新居浜クラブS 新商３年 新居浜クラブH

剣道 団体 小学生 低学年 角野A 武揚会A 金子A 岡城館
　 小学生 高学年 金子A 角野 岡城館 中萩
　 中学生 男子 市剣連 南中 中萩中 角野中A
　 中学生 女子 南中A 角野中 川東中B 川東中A
個人 小学生 2年以下 石川　煌汰（武） 仙波　徠夢（角） 田中　幹太（岡） 水元　麗愛（角）

小学生 3,4年 久留主　遥人（角） 佐々木　鷹弘（武） 笹岡　伊吹（子） 坂元　壮太（子）
小学生 5,6年 坂元　涼太（子） 佐々木　雅虎（武） 松木　岳人（子） 水元　龍輝（角）
中学生 男子 山下　俊輔（武） 寺田　拓海（武） 渡邉　愛晃（船） 渡邊　満太郎（南）
中学生 女子 横山　愛佳（南） 竹村　希望（南） 後藤　彩恵（角） 赤瀬　桃佳（南）
高校生 男子 三宅　春輝（西） 児玉　桐悟（西） 近藤　俊輔（西） 三吉野　祐輝（東）
高校生 女子 山下（東） 清水（東） 安藤（西） 近藤（西）
一　般 男子40歳未満 岡崎　航（岡） 越智　幸裕（武） 山本　高虎（武） 神野　圭亮（武）
一　般 男子40歳以上 柳原　直仁（岡） 曽我部　敬逸（武） 近藤　尚文（岡） 前田　忠信（岡）
一　般 女子 佐々木　美晴（中） 岡田　華子（東高） 山本　顕子（岡） 久留主　佳菜子（角）

柔道 団体 小学生 新居浜柔道会 武揚会柔道部
中学生 チーム3年（大西・森谷・森・森岡） チーム2年（藤田・飯尾・篠原・高橋・神野）

高校・一般 新居浜連合 新居浜高専
個人 小　学 1,２年生 石山　慶悟 斉藤　蒼太 金城　琉太

小　学 3,4年生 近藤　大 高橋　要 岩崎　迅

小　学 5,6年生 藤田　晃多 石山　大翔 玉井　季弥

中学生 森　宥人 森谷　秀祐 高橋　凪

高校・一般 森谷　京祐 伊藤　稜二 小川　礼治

初心者 濱地　健太郎 石井　瑛大 飯尾　劉真

ソフトテニス 一般 男子 玉井信・山田（ﾊﾞｯｶｰｽﾞ） 松本 ・徳永（ﾊﾞｯｶｰｽﾞ） 大澤・玉井浩（ﾊﾞｯｶｰｽﾞ） 田坂・塩田（ﾊﾞｯｶｰｽﾞ）

女子 堀江・森田（ﾊﾞｯｶｰｽﾞ） 笠井・丹下（新専・せとクラブ） 渡辺・塩崎（新居浜東高） 鍋島・水野（新居浜西高）

シニア 土屋・近藤（新居浜クラブ） 尾崎・伊藤（あかがねｸﾗﾌﾞ） 矢野・越智（あかがねｸﾗﾌﾞ）

ジュニア 男子 白岡・藤平（金子小・高津小） 飯尾奏・飯尾太（垣生小） 丹下・真鍋（神郷小・高津小） 伊藤・吉岡（金栄小・多喜浜小）

女子 土居・伊藤（角野小） 岡部・樋口（垣生小・金子小） 新浜・玉井（高津小・中萩小）

中学生 1年生 男子 岡田拓・松葉（南） 神野・稲田（北） 太田・岡田翼（南） 加藤・清田（南）
1年生 女子 塩崎・柿本（西） 伊藤彩・田中（角野） 中川・小野陽（東） 具志堅・真鍋（川東）
2年生 男子 矢野・杉田（川東） 小寺・松本（中萩） 松原・山内（西） 眞鍋・妻鳥（東）
2年生 女子 神野・藤田（南） 大橋・岡本（川東） 小野・山本（川東） 佐古・矢原（南）

ウエイトリフティング 小学生 44㎏ 花畑　綾華 関戸　遥琉 濱田　彩音
50㎏ 秦　涼晴 森本　有聖

中学生 50㎏ 貴島　優人
少年男子 53㎏ 高橋　侑起 柴田　郁弥 入屋　晴治

56㎏ 玉井　輔 高橋　一輝
62㎏ 宮崎　一馬 薦田　唯斗 青野　竜斗
69㎏ 白石　唯人
77㎏ 加藤　賢
85㎏ 小島　一貴 高橋　篤生 近藤　駿悟
94㎏ 福山　草生
105㎏ 岩本　将大 岡本　勇真

少年女子 48㎏ 花内　舞那 髙橋　由衣
53㎏ 入川　実那海 神野　里奈 岡本　葉月
58㎏ 脇　光乃里
69㎏ 阿部　栞 曽我部　花音
75㎏ 前田　早菜

成年男子 +105㎏ 石井　翔太

　　第46回新居浜市民体育祭　成績結果表

　種　別

参加チームなしの為、未実施。
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競技スポーツの部
種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位

　　第46回新居浜市民体育祭　成績結果表

　種　別

空手道 形個人 1部 1,2年 松本　楓香（真誠） 日野　海(真誠) 永野　徹(真誠) 秋月　凰(真誠)
2部 3,4年 永野　敦也(真誠) 菅　那菜穂(真誠) 安藤　心陽(真誠) 石井　大雅(松涛)
3部 5,6年 松本　宙(真誠) 今村　拓人(和道) 松本　透弥(真誠) 丸山　千尋(真誠)
4部 中学生 丸山　凌平(真誠) 桑山　栞奈(真誠) 今村　桜子(和道) 神野　いちか(松涛)
5部 高校・一般 大西　慈思(松涛) 菅　道正(真誠) 岩崎　大輝(和道) 岡田　美代子(和道)

形団体 1部 1,2年 真誠館 松涛連盟 和道会
2部 3,4年 真誠館A 真誠館B 松涛連盟
3部 5,6年 真誠館A 真誠館B 和道会
4部 中学生 真誠館 和道会 松涛連盟
5部 高校・一般 真誠館 松涛連盟 和道会

組手個人 1部 1,2年 永野　徹(真誠) 日野　海(真誠) 松本　楓香（真誠） 秋月　凰(真誠)
2部 3,4年 永野　敦也(真誠) 秋月　庵(真誠) 檜垣　光佑(松涛) 菅　那菜穂(真誠)
3部 小学5,6年 松本　透弥(真誠) 松本　宙(真誠) 今村　拓人(和道) 藤原　翔央(和道)
4部 小学5,6年女子 永野　早紀(真誠) 丸山　千尋(真誠) 岩崎　琴菜(和道) 重松　玲(真誠)
5部 中学生男子 丸山　凌平(真誠) 藤原　陽央(和道) 伊藤　夢弦(和道) 岡野　浩大(真誠)
６部 高校一般男子 岩崎　大輝(和道) 大西　慈思(松涛) 菅　道正(真誠) 永野　優(真誠)
7部 中・高・一般女子 桑山　栞奈(真誠) 神野　いちか(松涛) 今村　桜子(和道) 大原　栞（松涛）

組手団体 高校・一般 真誠館 和道会 松涛連盟

弓道 団体 高校 男子 新西B 高専A 新工A
高校 女子 高専A 新商C 新商B
一般 D 新工3年A I

個人 高校 男子 渡邊　勇海（新工C） 戸田　和秀（新工A) 丹　直哉（新西C)
高校 女子 玉井　鈴乃（新西A) 大坪　春香（高専A) 水野　しおり（高専A)
一般 男子 秋山　湧輝（新工3年A) 高橋　秀典（Hチーム） 服部　幸二（Dチーム）
一般 女子 高橋　理恵（Bチーム） 坂本　綾美（Eチーム） 西原　あさひ（Fチーム）

軟式野球 一般 HOT・DOG サウスオーシャン
学童

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 渡辺　真菜（泉川） 堀川　晴陽（泉川） 高津　未来（新居浜瀬戸）

少年 6～4級 岡田　紗采（別子） 稲田　光輝（新居浜瀬戸） 片岡　優河（新居浜瀬戸）
少年 3～1級 大原　爽乃（新居浜瀬戸） 竹本　龍誠（新居浜瀬戸） 堀川　大空（泉川）

少年 初段 則友　礼慈（新居浜瀬戸） 永井　勇志（新居浜瀬戸） 河村　海玖空（別子）

中学生 武内　菜々美（別子） 大原　颯生（新居浜瀬戸）
組演武 中矢　敦翔（泉川） 宮岡　采奈（別子） 渡辺　真菜（泉川）

堀川　晴陽（泉川） 庄野　陽菜（別子） 鈴木　朔巴（泉川）

稲田　光美（新居浜瀬戸） 岡田　紗采（別子） 藤田　瑞稀（別子）

片岡　優河（新居浜瀬戸） 庄野　友規（別子） 越智　琉星（別子）

藤田　仁（別子） 原　康紀（新居浜瀬戸） 大原　爽乃（新居浜瀬戸）

藤本　拓真（別子） 宮本　樹希（新居浜瀬戸） 原　悠万里（新居浜瀬戸）

細川　怜央（別子） 則友　礼慈（新居浜瀬戸） 齋藤　翔太（別子）

河村　海玖空（別子） 永井　勇志（新居浜瀬戸） 藤本　裕一郎（別子）
運用法 高津　遼太（新居浜瀬戸）

難波江　奎芯（新居浜瀬戸）

堀川　晴陽（泉川） 曽波　麻由（別子） 白石　翔幹（新居浜瀬戸）

中矢　敦翔（泉川） 近藤　禾依（別子 原　瑠貴哉（新居浜瀬戸）

堀川　大空（泉川） 藤田　仁（別子） 稲田　光輝（新居浜瀬戸）

加藤　総太（泉川） 藤本　拓真（別子 難波江　勇芯（新居浜瀬戸）

河村　海玖空（別子） 永井　勇志（新居浜瀬戸） 大原　爽乃（新居浜瀬戸）

細川　怜央（別子） 曽我部　憩人（新居浜瀬戸） 原　悠万里（新居浜瀬戸）

テニス 一般男子 滝本　裕也（新居浜高専） 平田　隆一郎（新居浜高専） 平田　裕哉（新居浜高専） 川人　亮裕（新居浜市役所）

原　玲生（フリー） 篠原　誠治（NLTC) 大澤　慶博(新居浜高専） 石川　久仁郎（新居浜市役所）

秋吉　一徳（住友クラブ） 岡松　良二（新居浜市役所） 寺村　伸治（新居浜市役所） 宮原　信（フリー）

笠井　幸司（住友クラブ） 大西　剛平（新居浜市役所） 櫻木　俊彰（新居浜市役所） 永易　正史（フリー）
一般女子 伊丹　順子（ピュア） 清水　永子（リバティー） 小野　幸子（ピュア）

鈴木　澄恵（ピュア） 久枝　光江（リバティー） 森岡　美智子（ピュア）
池田　夏実（新居浜商業高校） 保子　知美（新居浜商業高校） 渡邊　すみれ（新居浜西高校） 続木　梨愛（新居浜西高校）

矢野　七夏海（新居浜商業高校） 山本　沙也華（新居浜商業高校） 安藤　ひとみ（新居浜西高校） 井川　美星（新居浜西高校）

村上　敬子（NLTC) 山内　萌美（新居浜商業高校） 神野　美紅（新居浜商業高校） 長谷川　久代（NLTC)

村上　久美（NLTC) 塩崎　未唯（新居浜商業高校） 伊藤　愛梨（新居浜商業高校） 宇田　真美（NLTC)
ロイヤル 松田　孝二（エンドレス） 山根　隆顯（FSTC) 石川　まり子（NTC)

鈴木　計雄（エンドレス） 田中　勝（FSTC) 佐伯　恵美子（NTC)

セーリング ディンギー OP class 矢野　正景 中川　晃

single hand 近藤　潤一郎

double hand 大嶋・渡邊 市川・今津 真鍋・堤

クルーザー 昴 Triton BUNNYⅢ

馬術 横山　公恵

ルーチェ

ハナ・メルニク 横山　公子

マルタカキラリー ルーチェ

原田　こころ 越智　響 松本　佳奈

ナイトサンタンダー マルタカキラリー ティンカーベル

ハナ・メルニク

エアコンコース

ハナ・メルニク

エアコンコース

村上　晃信 近藤　三男

オレンジシャルル マクシム・クインティヌス

丹下　美紀 藤本　誠 松本　佳奈

ティンカーベル ティンカーベル ティンカーベル

松本　悠馳 坂尾　晃 坂井　煌

マルタカキラリー マルタカキラリー マルタカキラリー

3～1級

3～4年

小学生

Bグレード

Aクラス

Bクラス

Bクラス

1～2年

Aクラス

Aグレード

クロス障害

見習～７級

初段

6～4級

少年

Cクラス

小学生小学生

5～6年

幼年

ジムカーナ Aグレード

馬場馬術

新居浜ヤンキースJR（船木パイレーツ当日棄権の為、優勝）

小学生

小障害飛越
競技

スラローム

90㎝

70㎝

Bグレード
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競技スポーツの部
種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位

　　第46回新居浜市民体育祭　成績結果表

　種　別

クレー射撃 個人 千葉　一行 藤田　理 天野　淳

ゲートボール 一般 混成（結城・塩田・岡田・宇都宮） 角野（小泉・渡辺・杉山・西野・首藤） 川西（吉岡・平尾・綱本・渡辺）

水泳 100Ｍ自由形 竹内　稜翔 宮崎　太晟 吉田　若菜
100Ｍバタフライ 宮崎　太晟 小野　聖流
100Ｍ背泳ぎ 吉田　若菜
100Ｍ平泳ぎ 竹内　稜翔

拳法道 組演武 幼年(年少・中) 横井　鉄生 西原　夏輝 秋山　拳悟
幼年(年長) 田坂　優知 山田　愛誠 真鍋　弘也 塩崎　瑞希

(敢闘賞)秦　昊虎 (敢闘賞)越智　大翔
小学 1年 藤田　遥樹 檜垣　琉輝斗 杉田　一磨 季原　晃汰

(敢闘賞)安藤　大輝 (敢闘賞)伊藤　崚 (敢闘賞)黒光　友樹 (敢闘賞)矢野　晃誠

(敢闘賞)田形　ジョナタン (敢闘賞)塩崎　優人
小学 2年 吉岡　万悠莉 伊藤　駿 池田　悠真 仙波　藍輝

(敢闘賞)鈴木　清晃 (敢闘賞)田形　ジュニオール (敢闘賞)越智　葵 (敢闘賞)村上　幸雅

(敢闘賞)山川　祐暉 (敢闘賞)鈴木　翔太 (敢闘賞)明星　光流 (敢闘賞)秋山　理子
小学 3年 石川　哲太 塩崎　陽太 西原　遥希 伊井　喜優

(敢闘賞)藤井　元気 (敢闘賞)村上　華凜 (敢闘賞)藤井　瑛司 (敢闘賞)秦　龍翔
小学 4年 田坂　真捺 前田　晃汰 久米　秀星 安藤　咲哉

(敢闘賞)安藤　大智 (敢闘賞)仙波　莉緒 (敢闘賞)池田　朋弥 (敢闘賞)河村　郁弥

(敢闘賞)久米　優星
小学 5年 神野　翔太 白岡　祐也 伊藤　琳 正岡　広大

(敢闘賞)明星　武流 (敢闘賞)河村　淳生
小学 6年 杉田　義人 前田　拳吾 徳永　大空 村上　諒

(敢闘賞)佐藤　優希

船越　陽菜 伊藤　妃菜 印南　日和 (敢闘賞)眞鍋　咲月

黒光　桜樹 岩本　将宗 岡田　康奨 正木　誠也

(敢闘賞)黒光　泰樹 (敢闘賞)伊藤　大樹 (敢闘賞)三宅　竜之介

林　将天 金子　稜河 王　太保 宮崎　竜宇
単独演武の部 (最優秀賞)井上　輝琉愛 (優秀賞)伊井　喜優 (優良賞)田村　凪彩 (敢闘賞)村上　華凜

(最優秀賞)石村　優佳 (優秀賞)岡田　康奨

(最優秀賞)仙波　莉緒

(最優秀賞)仙波　藍輝
一般の部 男子 明星 前田

女子 Aブロック プリンプリン アリーナ土居女子
Ｂブロック チームＫ りんご

ゴルフ 個人　 安藤　京佳 香取　勇 高橋　知史

クロッケー 団体 中萩東川自治会萩の会チーム 中萩　岸の下老友会チーム 中萩　萩生西B健笑会チーム

マスターズの部

一般新人戦

年少の部

組演武
(見習～4級の部)

ソフトバレーボール

小学5,6年女子

中学男子

中学生の部
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