
オープン種目
平成１７年１０月２日・９日・１０日・２３日

　種　　　　目 　種　別 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位
６年生の部 神郷ＪＶＣ（女子） 多喜浜ＪＶＣ（男子） 金栄ＪＶＣ（女子）

５年生の部 神郷ＪＶＣ(女子) 金栄ＪＶＣ(男子) 金栄ＪＶＣ（女子）
ダブルスAクラス 安西・伊藤 直井・高橋（栄） 星加（道）・佐伯

ダブルスBクラス 藤田・古澤 安西・石川 岡田・横山

ダブルスCクラス 岡田・三浦 渡辺・岡田（末） 森松・伊藤

ダブルスDクラス 黒田・田中 工藤・斎藤 辻田・飯尾（周）

Ａクラス 高津Ｊｒ 岸ノ下 惣開 松神子
Ｂクラス 角野スポーツ 治良丸 岸ノ上 上原
Ｃクラス 馬渕東スポーツ みなこま あつけし 宮西
Ｄクラス 田ノ上Ｂ 金子Ｂ 萩生西Ｂ 岸ノ下Ｂ
少女
男子２部 メジャー 萩　家 時新ｸﾗﾌﾞ
男子 新居浜クラブ 新工平５ 新工３年 新工１年
女子 新居浜クラブ 新東OG 新商 新東Ａ
団体小学生低学年 岡城館 金子剣道会 武揚会Ｃ 武揚会Ａ
　　小学生高学年 岡城館 武揚会Ａ 角野剣道会 金子剣道会
　　中学生男子 角野中学校 川東中学校 南中学校Ａ 南中学校Ｂ
　　中学生女子 川東中学校 南中学校 角野中学校 中萩中学校
　　一般 亀井 喜一郎 高橋 一生 三浦 直人 高橋 敏喜
個人小学２年以下 波方 渉 鈴木 新太郎 松林 奈々 高橋 龍作
　　小学３,４年 白石 安彦 中根 隼大 高橋 昂平 佐伯 久
　　小学５,６年 菅 豊和 前田 莉奈 高橋 裕貴 北 大樹
　　中学生男子 前田 幸佑 北 将弥 鴻上 恭平 山本 浩史
　　中学生女子 柳原 詩帆 北田 恵 柳原 光留 井上 郁未
　　高校生男子 高橋 勝也 曽我部 知輝 服部 友輔 喜田 裕
　　高校生女子 神野 陽奈 合田 瑛理 潮見 まりや 三好 祥子
少年

一般男子 マンモス,TUESDAYが同
率優勝

らんず,船木モンキッズＯ
Ｂが同率２位

一般女子 Let・it・be ダミーズＣ
団体 小学生 武揚会Ｂ 武揚会Ａ 武揚会Ｃ
　　 中学生 北中Ｂ 北中Ａ
　　 高校生 新居浜高専 新居浜工業Ａ
個人 幼児 日野 允崇 藤山 大輝 青木 優花 森谷 秀祐
　　 小学１,２年 藤山 未来 藤山 大将 鎌倉 恋 村上 葵
　　 小学３,４年 藤山 大夢 石村 光 村上 広大 鎌倉 愛
　　 小学５,６年 西原 康次郎 飯尾 一仁 佐々木 駿 石村 健人
　　 中学生 佐々木 勇人 高橋 大貴 柴 淳也
　　 高校生男子 小野 幹太 正岡 利章 山内 将大
　　 女子 飯尾 佳実 亀井 史子 白石 愛
　　 一般 南雄 一郎 荒井 良昭 宮元 雅史
一般　男子 大喜田・三瀬 高田・塩田 大柳・岡部 芝・岡部
　　　女子 越智・神原 小笠原・山本 岡田・長曽我部 福井・十河
　　　ジュニアＡ 高嶋舞裕,川上絵夢 木村あおい,秦菜々美 荒井智久,加藤彩人 阿部紘樹,近藤 優
　　　ジュニアＢ 尾崎太一,篠原有希 秦瞬一郎,板東泰生 片岡 玲,秦恵莉奈 永橋佳奈,平井絵梨
中１　男子 石川・田中 神野・岡田 盛田・小野 清水・中島
中２　男子 村上・渡辺 西山・武丸 高橋・西山 坪本・丹下
中１　女子 河端・秦 秋月・伊藤 眞木・白石 近藤・加藤
中２　女子 福井・高田 丹下・高橋 近藤・渡辺 曽我部・土岐
　　　シニア 坂田・阿部 中桐・山内 浜田・野間
団体高校男子 高専Ｂ 新工Ｂ 新西Ｆ
　　高校女子 西高Ｂ 新商Ｂ 新商Ｃ
　　一般 新居浜Ｄ 高専一般 新居浜Ａ
個人高校男子 丹（高専） 徳増（新工Ｂ） 坂本（高専Ｂ）
　　高校女子 烏谷（新商Ｃ） 江本（新西Ｂ） 高橋（新商Ｂ）
　　一般男子 近藤（Ｄ） 高石（高専） 山田（Ｄ）
　　一般女子 品川（Ａ） 西山（高専一般） 篠原
少年女子58kg 鈴木 美佳
　　　　63kg 直野 弥生
少年男子53kg 篠原 義昭
　　　　56kg 片 宏樹
　　　　62kg 佐々木 文彦 大賀 宇史
　　　　69kg 河端 亮介 永井 竜司
　　　　77kg 遠藤 裕輝
　　　　85kg 氏兼 康博
　　　　105kg 松谷 俊秀
　　　＋105kg 仁野 真一
成人男子 69kg 徳永 猛士
　　　　 77kg 石川 洋平 山下 和洋
　　　　 85kg 荒井 健一
　　　　105kg 山中 一史
形個人１部 上田 勇矢 青木 実子 和田 珠輝也
　　　２部 宮崎 優美 青木 千夏 山崎 正太
　　　３部 永江 伸 笠原 大靖 加藤 怜史
　　　４部 笠原 久規 垣鍔 匡佑 中野 卓
　　　５部 鈴木 学 山中 義仁 加藤 美保子
形団体１部 和道会 真誠館 松涛館
　　　２部 和道会Ｂ 松涛館 和道会Ａ
　　　３部 和道会 真誠館 松涛会

剣道
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ル

柔道
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球
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参加申込がないため、今年度は開催しない

弓道

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

空手道

ソフトボ-ル
（スポーツ少年
団）

ソフトボール

参加申込がないため、今年度は開催しない



　　　４部 真誠館 松涛会 和道会
　　　５部 真誠館 和道会 松涛会
組手個人１部 伊藤 綾華 青木 千夏 宮崎 愛美 和田 珠輝也
　　　　２部 永江 伸 笠原 大靖 高平 剛志 加藤 怜史
　　　　３部 笠原 久規 中野 卓 垣鍔 匡佑
　　　　４部 山中 義仁 加藤 寛之 鈴木 学
　　　　５部 加藤 美保子 塩崎 愛実
組手団体 真誠館 和道会 松涛会
一般 新居浜ヤンキース ＴＲＵＴＨ
学童 新居浜ヤンキースJr 船木パイレーツ

ハイキング(山岳)
団体演武 新居浜支部Ａ 泉川支部 新居浜瀬戸支部Ｃ
組演武 少年見習～７級 奥島広至・加藤豪浩 松原義弥・大西瑠生

　　　少年６級～４級 高橋知也・渡辺　力 塩崎晃聖・守谷拓磨 小野　樹・守谷敬汰
　　　少年３級～１級 高橋啓輔・伊藤瑞希 伊東大吾・越智　新 三藤拓郎・村上翔紀
　　  少年初段の部 兵頭充浩・佐薙奈々
　　　中学生の部 神野紘樹・下坂季寛
単独演武 少年見習～４
級

小野 樹 守谷 敬汰 友居 京太郎

　　 　少年３級～初
段

佐薙 奈々 近藤 紗奈 鈴木 雅貴

　　　 中学生の部 伊藤 元貴

運用法 幼年の部 加藤雅也 ・ 越智涼介 伊藤大悟・武田虎太郎 峰　和馬・松原智也

　　　１年～２年 高橋悠暉・秋山裕也 加藤直樹・熊野陸人 渡辺悠大・高橋怜平

　　　３年～４年 渡辺　力・千葉光貴 矢野魁斗・土岐篤功 小野烈輝・越智　新

　　　５年～６年 竹田友馬・下坂瞬也 鈴木健豊・白石泰斗 村上翔紀・塩崎晃聖

一般男子Ａ 登尾泰平・末竹哲也 清水孝夫・野村英樹 倉田房雄・濱松典博

　　　　Ｂ 田邊哲郎・大川達哉 石丸好忠・松本修治 伊藤憲二・鈴木計雄

　　　　Ｃ 中川智彦・鈴木孝章 稲垣伸吾・越智卓也 伊東準治・近藤　隆 村上雄紀・値賀洋
史一般女子Ａ 清水永子・伊藤ゆか

り
石山滋子・桑山マキ江 鈴木澄恵・伴　幸子

　　　　Ｂ 伊藤真貴子・岡田朋
子

加藤啓子・松本由美子 佐薙文恵・田中留美

　　　　Ｃ

ロイヤル 中桐健児・森井　章 田中　勝・山内義男 古田洋子・中島忠一
郎

丸山伝子・佐藤一
彦

一般男子 上西 高文 越智 将悦 一色 泰範

一般女子 蔦 亜紀子 山下 都子 越智 恵美子

レーシング エルヴィエント ＲＩＪＥＫＡ ＵＴＯＰＩＡ

クルージング セムタン ＢＯＮＡＮＺＡーＸ triton
グレードＡ 中屋　公子 岡　寛

グレードＢ 中屋　公子 岡　寛
グレードＣ 岡　毅 桑原 宏明 永楽 妙

グレードＤ 新居田ありさ 岡　毅 大野　志帆
ジムカーナＡ 四方　薫 大野　志帆 渡部　尚人

ジムカーナＡ
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

西　貴代子 渡部　尚人 西　貴代子

ジムカーナＢ 西　貴代子 渡部　久美子 渡部　尚人
ジムカーナＢ
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

渡部　久美子 西　貴代子 渡部　尚人

個人　トラップＡ 上山 一郎 下分 康照 原 誠志
　　　トラップＢ 長野 登志雄 伊藤 恵文 田坂 直樹
　　　トラップＣ 白石 峰樹 岡田 公申 小松 透
　　　スキートＡ 高橋 昭夫 佐々木 哲人 藤田 理
　　　スキートＢ 高橋 一郎 入澤 文俊 矢野 道仁
　　　スキートＣ 星川 博司 石丸 隆雄 高橋 常夫
乱捕幼年（年少） 日浦 京香 伊藤 丈一郎 千葉 進太
　　幼年（年長） 越智 敦士 久保 結貴 和田 隆 津乗 涼花
　　１年 竹内 智生 仙波 将輝 野藤 壽志 白石 哲也
　　２年 山中 海斗 幾島 諒 田窪 大知 藤原 優良
　　３年 塩崎 祐輝 西岡 隼人 香川 祥也 白石 聖
　　４年 津乗 大貴 山川 凌平 鈴木 悠真 福田 悠人
　　５年 山下 貴史 本田 元太 吉田 晟佑 西岡 勇輝
　　６年 松浦 拳汰 富永 貴士
　　小学５,６年女子 山川 遥奈 藤田 美咲 石川 未悠 新田 碧衣
組演武見習～４級 荒木聖司,守 義明 河村悠汰,柏木 彩 宮内太一,田窪大知
　　　３級～１級 秋月界人,福田悠人 寺川一輝,渡邊 拓 山川遥奈,新田碧衣
　　　有段者 松浦拳汰,本田元太 富永貴士,山下貴史
　　  単独演武 橋本 美潮

ゲートボール 一般 小松原 角野 三ツ石 川西
水泳 延期10月31日

東中学校 Ｓｍａｐ ピノキオ 神郷ＪＰ ひまわり
南中学校 ＭＡＸ 中萩スワニー 呑舞 茶々
北中学校 ヘルシー ハーツ 神郷レク おれんじ
金栄小学校 ＫＩＤ’Ｓ シュガー アップル ＪＡＧＵＡＲ
個人　４９歳以下 中川　毅
　　50～59歳以下 香西　勲
　　　６０歳以下 加藤　裕正
　　　女性 金森 里美
中学校区別対抗 中萩中校区 川東中校区 南中校区
　　川西地区 若　宮　Ａ 金　子　Ｂ 金　栄　Ｃ 金　栄　Ａ
　　河東地区 神　郷　Ｆ 多　喜　浜　Ｂ 神　郷　Ｄ 神　郷　Ｃ
　　上部地区 角　野　Ｄ 角　野　Ａ 船　木　Ｂ 中　萩　Ｉ

ボウリング

ヨット

参加申込が１チームのため、今年度は開催しない

水泳はタイムを計るのみで、順位はつけない

テニス

馬術

軟式野球

ハイキング（山岳）は順位を決めない

ゴルフ

クロッケー

クレー射撃

拳法道

６人制レクバ
レー

少林寺拳法
渡部康信・矢野　廉


