
オープン種目

平成１９年９月３０日・１０月７日・８日・２１日ほか
　種　　　　目 　種　別 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位 ３　位

６年生の部 金栄ＪＶＣ（男子） 角野ＪＶＣ 神郷ＪＶＣ 金栄ＪＶＣ（女
子）５年生の部 神郷ＪＶＣ 中萩ＪＶＣ つばさＪＶＣ 金栄ＪＶＣ（男
子）ダブルスAクラス 直井・高橋（ﾅｵｲｸﾗﾌﾞ） 星加・鈴木（すばる･ﾗｰｼﾞＡ） 永易・井上（さつき会）

ダブルスBクラス 谷口・守谷（あすなろ・さつき会） 石川・森松（すみの） 古西・岸（ﾗｰｼﾞＡ）

ダブルスCクラス 岡田・鈴木（ﾗｰｼﾞ
Ｄ）

塩見・曽我部（すばる） 加地・小野（ﾗｰｼﾞＡ）

ダブルスDクラス 笠崎・樋口（ﾗｰｼﾞ
Ｃ）

田井・合田（ﾗｰｼﾞＡ） 三浦・和泉（ﾗｰｼﾞＢ）

スポーツ少年団 Ａランク 金子 萩生西 松神子 岸の下

　　　     Ｂランク 垣生青空 高小ファイターズ 東田ユニオンズ 高津Ｊｒ
　　　     Ｃランク 上原 みなこま 浮島 別子

　　　     Ｄランク 金子Ｂ 田の上 惣開 角野

少女
男子２部 萩家 神郷クラブ クラブ住岳 中萩クラブ
男子 新居浜クラブ 新居浜青年 新工３年 新工１年
女子 新東 新東・新商３年 新東ＯＧ
団体小学生低学年 武揚会Ａ 金栄剣道会 金子剣道会Ｂ 金子剣道会Ａ
　　小学生高学年 武揚会 金子剣道会 角野剣道会 岡城館
　　中学生男子 南中学校 中萩中学校 角野中学校 川東中学校
　　中学生女子 中萩中学校 角野中学校Ａ 南中学校Ａ 新居浜市剣道連盟
個人小学１,２年 雪吉　泰成（金子） 奥村日向子（金子） 山下　季姫（金子） 松林　真暉（金

子）
　　小学３,４年 平田　　海（武揚

会）
松林　奈々（金子） 波片　　渉（岡城館） 高橋龍作（武揚

会）
　　小学５,６年 白倉　建一（金子） 加藤　　剣（金子） 白石　安彦（岡城館） 高橋昂平（武揚

会）
　　中学生男子 松本　大武（中萩

中）
神野新太良（南中） 高橋　裕貴（南中） 延原　達弥（南

中）
　　中学生女子 真鍋　　歩（中萩

中）
塩見真衣子（中萩
中）

篠原　萌夏（南中） 阿部仁美（中萩
中）

　　高校生男子 亀田　涼介（高専） 北篠　元基（新東） 古川　嚴基（高専） 梶原　智之（高
専）

　　高校生女子 岡田さくら（新東） 白石　妹子（新東） 加地　香奈（新東） 北田　　恵（新
東）

一般（40歳未満） 藤田　浩太 佐薙　征二 坂東　庄三 堤　　　章
一般（40歳以上） 柳原　直仁 小泉　弘道 亀井喜一郎 前田　忠信
一般男子 マンモス 住友化学同好会 ＳＣＲＡＴＣＨ Ｌｅｔ．Ｉｔ．Ｂｅ

一般女子 らんず 新居浜高専 新居浜クラブ エアロ
団体 小学生 新居浜 武揚会Ｂ 新居浜柔道会Ｃ
　　 中学生 北中学校 川東中学校 新居浜柔道会
個人 幼児 日野　匠望 伊藤　夢彩 河江　聖延
　　 小学１,２年 日野　允嵩 佐光　彪 河江　秀暢
　　 小学３,４年 鎌倉　　恋 村上　　葵 藤山　大将
　　 小学５,６年 藤山　大夢 村上　広大 石村　光
　　 中学生 西原　実良 佐々木　駿 新井　寿徳
　　 高校生・一般 久保　祐介 荒井　良昭 高橋　和也
一般　男子 高橋・徳永(新居浜工業

高校・ 新居浜ﾊﾞｯｶｰｽﾞ)
高田・伊藤（新居浜ﾊﾞｯ
ｶｰｽﾞ）

大林・玉井(新居浜東高・
新居浜高専)

塩田・三瀬(新居浜
ﾊﾞｯｶｰｽﾞ)

　　　シ　 ニ
ア

古田・阿部（あかがね
クラブ）

浜田・中嶋（あかがね
クラブ）

尾崎・近藤（あかがねクラ
ブ）

　　　ジュニア男
子

石川　新・佐光　将里 安永　圭佑・近藤　仁 加藤　誠也・坂東　泰生 川村　祐貴・秋山　卓登

　　　ジュニア女
子

伊藤　優希・宮原　香織 小野　綾音・白石　唯乃 村上　瑠菜・久保田　早紀 一色　美緒・岸　美帆

団体高校男子 新　東　Ａ 高　専　Ａ 工　業　Ｆ
　　高校女子 新　東　Ａ 商　業　Ａ 商　業　Ｂ
　　一般 新　居　浜　Ｄ 新　居　浜　Ｆ 新　居　浜　Ｅ
個人高校男子 成宮（高専） 高橋（工業） 高橋（新東）
　　高校女子 佐々木（新東） 篠原（商業） 千葉（商業）
　　一般男子 木　村 高　橋修 近　藤
　　一般女子 阿　部奈 渡　辺圭 篠　原
少年男子53kg 保子 正好(新居浜工業)

　　　　56kg 源代 和樹(新居浜工業) 神尾 拓矢(新居浜工業)

　　　　62kg 石川 聖人(新居浜南) 八塚 航矢(新居浜工業) 脇　　将也(新居浜工業)
　　　　69kg 加地 真弥(新居浜南) 小野 公介(新居浜南） 真鍋 真一(新居浜工業)
　　　　77kg 上西 陵裕(新居浜南) 河端 将悟(新居浜工業) 山内 謙信(新居浜工業)
　　　　85kg 石川 亮利(新居浜工業) 瀬谷 直大(新居浜工業) 鈴木 慶斗(新居浜工業)
　　　  94kg 杉山　　諒(新居浜南) 岡 　京司(新居浜工業)

　　 　105kg 吉田大一郎(新居浜工業)

少年女子53kg 高橋亜衣香(新居浜南）

　　　　58kg 田窪 紗香(新居浜南）
　　  ＋75kg 永井 恵理(新居浜南)
成人男子 69kg 徳永 猛士
　　　　105kg 山中 一史
形個人1部(1,2年) 山中千愛実（真誠

館）
佐々木駿太 (真誠
館）

藤田 陸椰 (真誠館） 水池 孝太(和道
会）

　　　2部(3,4年) 内海 楓香（真誠館） 大原 　航（松涛会） 藤田弥奈美 (真誠館) 青木 実子(和道会)
　　　3部(5,6年) 伊藤 綾華（松涛会） 一色 　華（松涛会） 坂本 昌章（和道会） 山中結莉乃 (真誠館）

　　　4部(中学生) 永江　 伸（松涛会） 高平 剛志 (真誠館） 笠原 大靖（真誠館） 市川 和真(真誠館)

　　第３８回新居浜市民体育祭　成績結果表

バレーボール

ラージボール卓
球

ハンドボール

ソフトボ-ル

参加申込がないため、今年度は開催しない

バスケットボール

剣道

空手道

柔道

ソフトテニス

弓道

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ



　　　5部(15歳以上) 笠原 久規 (真誠館) 松葉 誠記 (真誠館） 山本 宝生（真誠館） 井川 昭二(真誠
館）

形団体1部(1,2年） 真 誠 館 Ｂ 和 道 会 松 涛 連 盟 真 誠 館 Ａ
　　　2部(3,4年) 真 誠 館 Ａ 和 道 会 Ａ 松 涛 連 盟 真 誠 館 Ｂ
　　　3部(5,6年) 和 道 会 Ａ 松 涛 連 盟 Ａ 真 誠 館 Ａ 真 誠 館 Ｂ
　　　4部(中学生) 真 誠 館 和 道 会 松 涛 連 盟
　　　5部(15歳以上) 真 誠 館 Ａ 和 道 会 松 涛 連 盟 真 誠 館 Ｂ



組手個人1部(3,4
年)

和田珠輝也（和道
会）

水池 一朗（和道会） 和田 礼輝（和道会） 青木 実子(和道
会）

　　　　2部(5,6
年)

伊藤 綾華（松涛会） 青木 千夏（和道会） 西原 　凛（和道会） 加地 貴将(和道
会）

　　　　3部(中学
生)

笠原 大靖（真誠館） 永江 　伸（松涛会） 高平 剛志 (真誠館） 市川 和真(真誠館)

　　　　4部(15歳以上男) 松葉 誠記（真誠館） 笠原 久規（真誠館） 井川 昭二（真誠館）
　　　　5部(中高一般女子) 渡辺 紗弥（和道会） 大野あかね（真誠館） 妻鳥奈津子（真誠館）
組手団体 真　誠　館 和　道　会 松　涛　会
一般 新居浜ヤンキース 新居浜ＴＲＵＴＨ 泉川じゃ會 ＪＡＰＡＮ
学童 船木パイレーツ 新居浜ヤンキースJr

ハイキング(山岳)

団体演武(小学生) 新居浜瀬戸Ｃ 別子Ｃ 泉川Ａ
単独演武 見習～７
級

大川　祐奈 高木　佑輔 竹下　航平 岡　秋穂

　　　　6級～4級 岸田　里保 渡辺　悠大 松本　拓也
　　　　3級～初段 原　　優斗 小野　烈輝 矢野　萌生
　　　　中学生の 伊藤  瑞希 佐薙　奈々 玉田　将太 伊藤　元貴
組演舞　見習～７ 高木　佑介・松谷　蒼太 白石　萌桃・横山　華 下坂　日菜・岡　　秋穂
　　　　 ６級～４
級

松原　義弥・鴻上　瑠
生

神野　　凌・木本林太郎 高橋　怜平・渡辺　悠大

　　　　３級～１
級

鈴木さきの・池西茉莉
奈

守谷　敬太・小野　樹 千葉　光貴・高橋　知也

　　　　初段の部 小野　烈輝・原　優斗 倉瀬　陽基・秋山　皓
大

矢野　萌生・青野　捺希

　　　　中学生の
部

玉田　 将太 ・ 倉瀬　陽
基運用法　幼年の部 岡田　　越・内山　慶人 佐野　英吉・内山　慶人 権藤　滉人・竹下　冬馬

　　　　１～２年 伊藤　啓悟・矢野　　廉 飯尾　心輝・古川　優 佐々木秀大・秋山　瑠慰

　　　　３～４年 市原　佑晟・土岐　直史 横川　大騎・市原　佑晟 佐々木　翔・真鍋　　圭

　　　　５～６年 近藤　弘輝・前田　　翔 原　　優斗・小野　烈輝 矢野　萌生・青野　捺希

一般男子Ａクラス 梶   和広・武智利喜雄 峯　 基泰・堀田 和聖 野村 英樹・近藤 敦仁

　　　　Ｂ　〃 浅野   悠・渡部 　優 永易 宏規・堂出 竜次 山内 裕介・矢野 秀次

　　　　Ｃ　〃

一般女子Ａクラス 唐津 弘子・久枝 光江 清水 永子・箱崎 麻美 岡部 若恵・池永 理恵

　　　　Ｂ　〃 岡部 綾子・神野 豊子 藤田 弥生・福田 奈津葵 登尾 知恵・飯尾 佳奈恵

　　　　Ｃ　〃

ロイヤル 佐藤 一彦・古田 洋子 福田 忠臣・山内 義男 中桐 健児・曽我部 卓三

一般男子 國田 　均 浅田 義光 佐伯 春雄

一般女子 近藤千恵子 畑田 冨美子 浦 えつ美

レーサークラス せとかぜ 六然游 ＲＩＪＥＫＡ

クルージングクラ
ス

翔 ムーランルージュ 六然游

小障害飛越競技
ｂグレード

石崎　一茂 石川　めぐみ 中屋　公子

ｃグレード 石川　めぐみ 吉田　義公 中屋　公子

初級障害飛越競技 西　貴代子 野間　元登 四方　　薫

ジムカーナ競技
Ａ

矢野　瞳子 矢野真亜子 西　貴代子

　　　　〃
Ｂ

西　貴代子 矢野真亜子 矢野　瞳子

個人　トラップＡ 下分 康照 長野 登志雄 伊藤 恵文
　　　トラップＢ 田坂 直樹 白石 峰樹 曽我部 淳
　　　トラップＣ 千葉 一行 矢野　 尚 岡田 公申
　　　スキートＡ 藤田　 理 小松 　透 高橋 昭夫
　　　スキートＢ 星川 博司 高橋 一郎 入澤 文俊
　　　スキートＣ 矢野 道仁 伊東 茂信 田坂 秀富

ゲートボール 一般 角野 混成Ａ 中村松木Ｂ 川西
乱捕幼年(年少,年中) 沖永　和織 神野　瑞稀 柏木   悟 岡　　龍聖
　　幼年（年長） 林田　直己 吉田　若菜 大野　裕貴 伊藤　皓大
　　１年の部 岩本　将宗 伊藤丈一郎 酒井　陸斗 近藤　航
　　２年の部 田窪　百花 橋本　龍河 柏木　　凌 原　　佑輝
　　３年の部 白石　哲也 藤田　拳伍 千葉　達美 守谷　嘉記
　　４年の部 田窪　大知 藤本　啓寿 前田　昌樹 藤川　直樹
　　５年の部 塩崎　裕輝 香川　祥也 高橋　拓也 井原　大輔
　　６年の部 橋本　森美 鈴木　悠真
　　小学５,６年女子の部 橋本　美潮 千葉加奈子
　　中学生の部 山下　貴史 松浦　拳汰
　演武見習～４級 吉田 紗希・藤田 有
　　　３級～１級 千葉 加奈子・柏木

彩
高尾 空大・田窪 大知 田窪 大知・白石 哲也

　　　有段者
　単独演武 吉田　紗希 藤田　有紀 武田　万由 藤田　有香

水泳
東中学校 ドリカム ジャンパーズ ＷＩＳＨ べあ～ず
南中学校 さくら エアロ ハーツ 垣生ヴィクトリー
北中学校 ヘルシー ベリー ぱせり グルーヴィー
金栄小学校 ピノキオ 神郷レク キラーズ マミーズ

ゴルフ 個人　 吉川　　武 坂口　　実 大平　　功
　　川西地区 若宮Ａチーム 若宮Ｃチーム 宮西Ａチーム
　　川東地区 神郷Ｂチーム 神郷Ｃチーム 高津Ａチーム
　　上部地区 角野Ａチーム 中萩Ｃチーム 角野Ｄチーム

クロッケー

クレー射撃

拳法道

６人制レクバ
レー

水泳はタイムを計るのみで、順位はつけない

ハイキング（山岳）は順位を決めない
少林寺拳法

テニス

馬術

参加申込が少ないため、今年はＢクラスと併合

参加申込が少ないため、今年はＢクラスと併合

ボウリング

ヨット

軟式野球

空手道


