
競技スポーツの部
平成２１年１０月１０日・１２日を中心として

　種 　種　別 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位
男子の部 泉川 神郷 角野
女子１部 中萩 金栄 神郷 多喜浜
女子２部 高津 泉川 多喜浜
６年生の部 神郷 金栄（男） 金栄（女） 多喜浜
５年生の部 神郷 泉川 中萩 金栄

バドミントン 一般 高津 金子Ａ 中萩 船木Ａ
小学生Ａリーグ 大生院Ａ 神郷Ａ
小学生Ｂリーグ 大生院Ｂ 多喜浜
男子 中萩Ａ 神郷 中萩Ｂ・泉川
女子 中萩 金子 船木
ダブルスAリーグ 平岡・武田（シティグ

ループ）
直井・高橋・伊藤（ナオ
イクラブ）

星加・伊東・井上（すば
る・さつき会）

ダブルスBリーグ 石川・辻田・森松（すみ
の）

谷口・近久・守谷（あす
なろ・さつき会）

日野・倉橋（すばる）

ダブルスCリーグ 鈴木（良）・伊藤（美）
（桃山Ｄ）

石村・石川（登）（すみ
の）

白石・白川（桃山Ｂ）

ダブルスDリーグ 和田・内山・三宅（上原
同好会）

黒川・酒井（すみの） 小野・塗塀・工藤（桃山
Ｄ）

年齢フリー 浮島 泉川
男子２部 白金倶楽部 ひさご倶楽部 グラスホッパーズ ゴールド倶楽部

卓球

ラージボール
卓球

　　第４０回記念新居浜市民体育祭　成績結果表

ソフトボ-ル

バレーボール

年齢フリー
男子２部 白金倶楽部 ひさご倶楽部 グラスホッパーズ ゴールド倶楽部
５０歳以上 高津 大生院
５９歳以上
スポーツ少年団 Ａランク

　　　    　 　Ｂランク

　　　     　　Ｃランク

　　　    　 　Ｄランク

一般男子 ダミーズ１ 住化同好会
一般女子 新居浜クラブ 新居浜高専
少女の部 中萩 高津 船木

サッカー 少年 宮西 高津 中萩 金子
一般 船木 泉川 垣生 浮島
男子 新居浜クラブＡ 新居浜青年 新居浜クラブＢ 新工
女子 新東２年 新東３年 新居浜クラブ 新東ＯＧ
団体小学生低学年 岡城館 金子剣道会 武揚会Ａ 金栄剣道会Ａ
　　小学生高学年 武揚会Ａ 金栄剣道会 岡城館 新居浜市剣道連盟
　　中学生男子 南 川東 角野 新居浜市剣道連盟
　　中学生女子 南 角野
個人小学２年生以下 明石　大和（武揚会） 西　　甚吾（武揚会） 佐伯　　空（武揚会） 竹村　希望（金栄）
　　小学３,４年 竹村　大器（金栄） 横山　紀香（金子） 白石　　廉（岡城館） 山中　万歩（中萩）
　　小学５,６年 平田　　海（武揚会） 信岡　剛将（武揚会） 矢野　航平（金子） 高橋　龍作（武揚会）
　　中学生男子 白石　安彦（川東） 白倉　建一（川東） 長岡　和弥（川東） 上野　　凌（川東）
　　中学生女子 加藤　麻衣（南） 上田亜希穂（南） 井上悠希菜（角野） 西原　茂美（南）
　　一般の部(40未満) 曽我部敬逸（武揚会） 佐々木俊雄（武揚会） 亀田　涼介（高専） 鴻上　昭義（金栄）

剣道

高津、角野２チームとも優勝

ソフトボ-ル

ハンドボール

マンモス、らんず２チームとも優勝バスケットボール

　　一般の部(40未満) 曽我部敬逸（武揚会） 佐々木俊雄（武揚会） 亀田　涼介（高専） 鴻上　昭義（金栄）
　　一般の部(40以上) 真鍋　公孝（岡城館） 前田　忠信（岡城館） 亀井喜一郎（武揚会） 柳原　直仁（岡城館）
団体 小学生１,２年 Ｂ Ａ
　　　　　 ３,４年 Ｂ Ａ
　　　　　 ５,６年 Ｂ Ｃ
　　 中学生 北中学校Ｂ 北中学校Ａ
　　 高校生 新居浜工業高等学校 新居浜工業高等専門学校
個人 小学１,２年 三島　智也 長井　来羅 日野　匠望 井上　倭登
　　 小学３,４年 飯尾　心輝 三島　　杏 篠原　桜花 西本　敦哉
　　 小学５,６年 鎌倉　　恋 村上　　葵 白石　豪義 村上　太一
　　 中学生 石村　　光 福島　　渉 近藤　泰樹 小川　礼治
　　 高校生 西原　実良 中島　　潤 佐々木　敦
　　 女子 小川　麗子 浅野　瑞季 伊藤　綾華 白﨑奈海子
　　 初心者 尾崎　　伍 冨永　湧也 秋山　　響 岩崎　凌斗
一般　男子 玉井・和田（新居浜高

専）
高田・塩田（新居浜ﾊﾞｯ
ｶｰｽﾞ）

松本・三瀬（新居浜ﾊﾞｯ
ｶｰｽﾞ）

近江・藤井（新居浜高
専）

　　　女子 表上・相馬（新居浜ﾊﾞｯｶｰ
ｽﾞ・ｋ２）

児玉・伊藤（新居浜ﾊﾞｯ
ｶｰｽﾞ）

大林・秦（ｋ２）

　　　シ　 ニ　 ア 吉川・野間（あかがねク
ラブ）

尾崎・京極（あかがねク
ラブ）

中桐・古田（あかがねク
ラブ）

矢野・広井（あかがねク
ラブ）

　　　ジュニア男子 亀井・高尾 近藤・坂上 秦・宮内 高橋・高橋

　　　ジュニア女子 森田・明星 岩崎・近藤 秦・田中 越智・相田

中学１年男子の部 宮内・神野（川東中） 高橋・日野（川東中） 徳永・川村（角野中） 近藤・合田（川東中）

　　　　女子の部 石川・吉田（西中） 木村・矢野（角野中） 近藤・近藤（角野中） 服藤・酒井（西中）

中学２年男子の部 森・上田（南中） 木村・菅（南中） 加藤・石井（南中） 今田・菅（西中）

ソフトテニス

柔道

中学２年男子の部 森・上田（南中） 木村・菅（南中） 加藤・石井（南中） 今田・菅（西中）

　　　　女子の部 小野・今村（西中） 松平・近藤（南中） 南・豊田（西中） 森・宮崎（西中）

団体高校男子 新東Ｂ 高専Ｅ 高専Ｄ
　　高校女子 新商Ｃ 新商Ｂ 新東Ｄ
　　一般 新居浜Ｄ 新居浜Ｈ 新居浜Ｆ
個人高校男子 田中　一也（新東） 白川　　慧（高専） 大坪　徹也（高専）
　　高校女子 松下　　舞（新商） 鈴木　真理（新商） 篠原　真央（新商）
　　一般男子 高橋　秀典 木村 山崎
　　一般女子 高橋 坂本 篠原
少年男子53kg 権田　達也（新居浜工業） 保子　正好（新居浜工業） 矢野　洋平（新居浜南）
　　　　56kg 西原　　拓（新居浜工業）

　　　　62kg 山田　鷹也（新居浜南） 木村　　誠（新居浜工業） 小野　竜弥（新居浜工業） 越智　勇貴（新居浜工業）

　　　　69kg 瀬分　隆生（新居浜工業）

　　　　77kg 千葉　健人（新居浜南)
　　　　85kg
　　　  94kg 藤本　健太（新居浜工業） 中川　徳人（新居浜工業）

　　 　105kg 石井　翔太（新居浜工業）

少年女子48kg 越智　明日香（新居浜南）

　　　　53kg 宮崎　裕子（新居浜南）
　　  ＋75kg
成人男子69kg 徳永　猛士
　　　　77kg 岸　　康寛
        85kg 田坂　美仁

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

弓道



形個人1部(1,2年) 井上　篤史（真誠館） 伊藤　夢紘（和道会） 神野いちか（松涛連盟） 間瀬　達洋（松涛連盟）

　　　2部(3,4年) 山中千愛美（真誠館） 丸山　凌平（真誠館） 桑山　栞奈（真誠館） 佐々木駿太（真誠館）
　　　3部(5,6年) 竹内　智生（真誠館） 石川　貴野（真誠館） 村上世津也（松涛連盟） 井上　奈月（真誠館）

　　　4部(中学生) 一色　　華（松涛連盟） 岡田　恭佳（松涛連盟） 伊藤　彩華（松涛連盟） 梅崎　彩加（真誠館）
　　　5部(15歳以上) 渡邉　　真（真誠館） 加地　伸章（真誠館） 永江　　伸（松涛連盟） 伊藤　哲也（和道会）

形団体1部(1,2年） 松涛連盟Ａ 松涛連盟Ｂ 真誠館Ａ 真誠館Ｂ
　　　2部(3,4年) 真誠館Ａ 真誠館Ｂ 松涛連盟Ａ 松涛連盟Ｂ
　　　3部(5,6年) 松涛連盟Ａ 真誠館Ａ 松涛連盟Ｂ 真誠館Ｂ
　　　4部(中学生) 真誠館Ａ 真誠館Ｂ 和道会
　　　5部(15歳以上) 真誠館Ａ 松涛連盟 真誠館Ｂ 和道会
組手個人1部(3,4年) 佐々木駿太（真誠館） 山中千愛美（真誠館） 木下　了寛（真誠館） 井上　篤史（真誠館）
　　　　2部(5,6年) 竹内　智生（真誠館） 山中　瑛介（真誠館） 石川　貴野（真誠館） 村上世津也（松涛連盟）
　　　　3部(中学生) 高平　剛志（真誠館） 加地　宏章（松涛連盟） 青木　涼（和道会）
　　　　4部(15歳以上男) 渡邉　　真（真誠館） 伊藤　哲也（和道会） 加地　伸幸（真誠館） 松葉　真記（真誠館）
　　　　5部(中高一般女子) 伊藤　彩華（松涛連盟） 永江　悠希（松涛連盟） 山中結莉乃（真誠館） 梅崎　彩加（真誠館）
組手団体 真誠館 松涛連盟 和道会
一般 サウスオーシャン レッドゾーン ウィンザース ＲＯＯＫＩＥＳ
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)

一般男子Ａクラス 武智利喜雄・神野　広樹 倉田　房雄・濱松　豊博 川人　亮祐・小野　　剛

　　　　Ｂ　〃 青野　統夫・久保　　一 伊藤　研哉・伊藤　隼雄 安藤　　慎・吉川　　翔

　　　　Ｃ　〃 門屋　元人・酒井　輝城 岡　　修市・近藤　　隆 伊東　準治・山内　和夫

一般女子Ａクラス 桑山マキ江・藤川　奈央 鈴木　泰江・伊藤ゆかり 矢野　順子・高砂由美子

軟式野球

空手道

空手道

ハイキング（山岳）は順位を決めない
テニス

一般女子Ａクラス 桑山マキ江・藤川　奈央 鈴木　泰江・伊藤ゆかり 矢野　順子・高砂由美子

　　　　Ｂ　〃 石川　枝美・松本由美子 秦　裕莉子・田中　愛里 岡部　綾子・神野　豊子

　　　　Ｃ　〃 越智由美子・藤原　絵美 重見　郁代・續木　彩夏 岩佐　　采・新　　彩伽

ロイヤル 田中　　勝・村上　和重 山内　義男・中桐　健児 古田　洋子・黒川美津枝

一般男子 園部　剛嗣 國田　　均 石川　和男

一般女子 山下　都子 浦　えつ美 畑田　冨美子

レーサークラス ＲＩＪＥＫＡ

クルージングクラス バンショウ

小障害飛越競技Ａ 矢野　幹男 村上　喜信 吉田　義公
小障害飛越競技Ｃ 吉田　義公 村上　喜信 近藤　三男
初級障害飛越競技 近藤　三男 四方　薫 西　貴代子

ジムカーナ競技　Ａ 近藤　三男

　　　　〃　　　Ｂ 近藤　三男 松本　京子 藤本　誠

個人　トラップＡ級 上山　一郎 下分　康照 長野登志雄
　　　トラップＢ級 原　　誠志 白石　峰樹 田坂　直樹
　　　トラップＣ級 岡田　公申 千葉　一行 堀地　宜敬
　　　スキートＡ級 佐々木哲人 藤田　　理 清水　正人
　　　スキートＢ級 小松　　透 矢野　道仁 高橋　一郎
　　　スキートＣ級 入澤　文俊 星川　博司 田坂　秀富

ゲートボール 一般 中央チーム 角野チーム 川西チーム
乱捕の部
　幼年(年少,年中) 和田　真平 藤田　冴鳥 小野　世起 依岡　暖記

馬術

ボウリング

ヨット

クレー射撃

拳法道
　幼年(年少,年中) 和田　真平 藤田　冴鳥 小野　世起 依岡　暖記
　幼年（年長） 岡　　龍聖 前田　拳吾 伊藤　妃奈 沖永　捺穂
　小学１年 柏木　　悟 沖永　和織 酒井　茉愛 佐々木　洸
　小学２年 吉田　若菜 永易　仁晟 石川　伶治 山本健太郎
　小学３年 伊藤丈一郎 岩本　将宗 吉田　　祥 真鍋　宏佑
　小学４年 田窪　百花 橋本　龍河 金子　綾河 柏木　凌
　小学５年 藤田　拳伍 吉田　　優 岩崎　涼太 山田　拓海
　小学６年 田窪　大知 藤野　日和
　小学５,６年女子 柏木　　彩
　中学生 佐伯　拓真
演武の部
　組演武見習～４級
　組演武３級～１級 伊藤（丈）・岩本 藤野・田窪（大） 山下・田窪（百）
　組演武有段者 柏木　彩・柏木　凌 高尾・田窪（大）
　組演武中学生 藤田（有）・武田 藤田（有）・宇佐

　単独演武年少 宇佐　桃果 森　　愛奈

　単独演武中学生 藤田　有紀 藤田　有香
水泳
ソフトバレー
ゴルフ 個人　 石川　次郎 小橋　通晴 池田みどり

　　川西地区 若宮Ａチーム 若宮Ｂチーム 金子Ａチーム
　　川東地区 多喜浜Ａチーム 神郷Ｂチーム 高津Ａチーム
　　上部地区 角野Ｄチーム 角野Ｅチーム 角野Ｂチーム
小学男子　100ｍ 山内　健慈（宮西）　 近藤　廉太郎（大生院） 白石　聖哉（大生院）陸上

水泳はタイムを計るのみで、順位はつけない

個人参加者で当日にチーム編成したため、順位はつけない

クロッケー

小学男子　100ｍ 山内　健慈（宮西）　 近藤　廉太郎（大生院） 白石　聖哉（大生院）
小学男子　走幅跳 徳久龍之介（高津） 近藤　泰司（高津） 寺田　佳祐（大生院）
中学男子　100ｍ　　 桐山　征樹（川東） 白石　晃弘（中萩） 岡本　樹（中萩）
中学男子　400ｍ 山本　幸宗（川東）　 加地龍之介（川東） 井上　直哉（金子）
中学男子　砲丸投 服藤　太忠（金栄） 浅野　竜弥（中萩） 八塚　優真（金栄）
一般男子　3000ｍ 武方　理人（川東） 池田　亮介（川東） 首藤　陽佑（川東）

小学男子　4×100ｍＲ
白石・石川・吉岡・近藤
（大生院）

石川・小野・岡部・小西
（神郷）

菰田・坂本・真鍋・森岡
（金栄）

中学男子　4×100ｍＲ
岡本・長野・酒井・白石
（中萩）

井原・加地・山本・桐山
（川東）

村上・井上・大松・加藤
（南・金子）

小学女子　100ｍ 近藤　温紀（神郷） 真鍋　梨那（金栄） 田中　涼葉（大生院）
小学女子　走幅跳 藤原　静香（金子） 平井　芹奈（高津） 佐光　麻維（高津）
中学女子　100ｍ 伊藤　百花（川東） 大政　詩織（川東） 安藤　優里（川東）
中学女子　200ｍ 伊藤　百花（川東） 安藤　優里（川東） 片岡　未来（川東）
中学女子　走幅跳 大政　詩織（川東） 近藤　由佳（川東） 岩崎　幸恵（川東）
一般女子　2000ｍ 伊藤　　望（川東） 伊藤　静歩（川東） 日野　愛理（川東）

小学女子　4×100ｍＲ
渡邉・立花・藤田・真鍋
（金栄）

田中・日野・永易・近藤
（神郷）

金光・山口（春）・山口
（ひ）・堤　（金子）

中学女子　4×100ｍＲ
近藤・安藤・伊藤・大政
（川東）

松浦・浅井・中町・佐伯
（南・金栄）

藤原・北岡・岩崎・宇高
（南・金子）

陸上


