
競技スポーツの部

種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位
男子の部 中萩 多喜浜 角野 金栄
女子１部 神郷 角野 多喜浜
女子２部 高津 金栄 多喜浜
６年生の部 神郷 角野 泉川 多喜浜
５年生の部 泉川 神郷 中萩 多喜浜
男子の部 中萩A 神郷 中萩B
女子の部 中萩 金子

ダブルス Aリーグ
和泉・岸
（ラッキークラブ）

玉井・石川・国田
（すみのA）

片山・三品
（すみのB）

ダブルス Bリーグ 高橋・井上（さつき会）
岡田・森橋
（ゴールドジム）

曽我部・久松
（桃山A）

ダブルス Cリーグ
星加・高橋・小崎
（桃山D）

伊東・高橋
（CIT）

守谷・近久
（さつき会/あすなろ）

ダブルス Dリーグ
岩元・小野
（ゴールドジム）

古佐小・桧垣
（桃山C）

工藤・宇野
（桃山D）

ダブルス Eリーグ
工藤・小野
（桃山D）

直野・波多
（桃山A）

加藤・柴田
（桃山B）

バドミントン 一般 中萩A 船木 金子B 泉川
小学生 神郷A 船木A 新居浜小A 神郷B
男子１部 浮島 船木
男子２部 メジャー 獣王 ゴールド倶楽部 規智美クラブ
男子３部
男子４部 神郷 高津 金栄
スポーツ少年団 Aランク 高小ファイターズ 惣開

Bランク レイズ 本郷
Cランク 馬渕東 あつけし
Dランク 角野 大生院

一般男子 Let・it・be 住化同好会
一般女子 らんず 新居浜クラブ Let・it・be 新居浜高専
少女の部 神郷 金子 船木

サッカー 少年 中萩 多喜浜 泉川 新居浜
一般 高津 泉川 船木
男子 新居浜クラブB 新居浜クラブA 新居浜工業高
女子 新居浜クラブ 新居浜東高 新居浜商業高
団体 小学生 低学年 武揚会Aチーム 中萩剣道会 岡城館A 金子剣道会
　 小学生 高学年 岡城館 金栄剣道会A 武揚会 金子剣道会
　 中学生 男子 南中A 川東中 角野中 南中B
　 中学生 女子 川東中 南中 角野中
個人 小学生 1,2年 浅田 百波（岡城館） 松木 岳人（金子小） 水元 龍輝（角野小） 坂元 涼太（金子小）

小学生 3,4年 明石 大和（武揚会） 源代 悠真（中萩小） 山下 俊輔（武揚会） 竹村　希（金栄小）
小学生 5,6年 矢野 菜摘（金子小） 山中 万歩（中萩小） 白石　廉（岡城館） 福山 草生（岡城館）
中学生 男子 鈴木 新太郎（川東中） 守谷 純一（川東中） 矢野 航平（南中） 平田　海（南中）
中学生 女子 福山 あきの（川東中） 加藤 椎奈（川東中） 清水 富貴（角野中） 堤　寛子（南中）
高校生 男子 吉邨 正夢（西高） 松木 佑太（東高） 近藤 恭佑（東高） 西岡 佑太郎（東高）
高校生 女子 高石 早紀（東高） 浅木 捺美（東高） 寺尾 理沙（東高） 久留島 翔子（西高）
一　般 女子の部 山本 顕子（武揚会） 水元 佳那子（角野）
一　般 男子（40未満） 山本 高虎（武揚会） 大西 啓介（金子） 鴻上 正浩（高専） 渡邉 貴之（角野）
一　般 男子（40以上） 高橋 一生（岡城館） 柳原 直仁（岡城館）

団体 小学生 新居浜柔道会 武揚会柔道部
個人 小　学 1年生 石山 大翔 高橋 快 森本 倖多 西本 絋隆

小　学 2年生 藤田 晃多 尾崎 伍 近政 愛美
小　学 3,4年生 三島 智也 高橋 凪 篠原 一志
小　学 5,6年生 篠原 桜花 三島 杏 森　宥人
中学生 男子 小川 礼治（北中） 長坂康太郎（柔道会） 山口 紗羅（北中）
高校生 石村 光（新工） 平井 一樹（高専） 永木 周作（新工）
初心者 岩崎 迅 村上 貴洋 石山 慶吾

一般 男子
玉井・山田
（バッカーズ）

近江・小西
（高専）

日野・河上
（バッカーズ）

島田・曽我
（西高）

女子
表上・小笠原
（バッカーズ）

小野・福島
（東高）

渡部・近藤
（西高）

伊藤・塩崎
（東高）

シニア
水上・山内
（住友ｸﾗﾌﾞ/あかがねｸﾗﾌﾞ）

吉川・中桐
（新居浜STA/あかがねｸﾗﾌﾞ）

尾崎・大畠
（あかがねｸﾗﾌﾞ/住友ｸﾗﾌﾞ）

ジュニア 男子
伊藤・村上
（新居浜ジュニア）

寺岡・田中
（新居浜ジュニア）

女子
秦・飯尾
（新居浜ジュニア）

田中・高科
（新居浜ジュニア）

寺川・岡野
（ひうちジュニア）

末次・山本
（ひうちジュニア）

中学生 1年生 男子 秦・西山（東中） 大澤・高橋（西中） 今井・中澤（南中） 日野・青野辰（東中）
1年生 女子 神野・塩崎（西中） 越智・越智（川東中） 石井・水野（川東中） 山中・三木（西中）
2年生 男子 山本・三浦（南中） 大原・河野（南中） 佐々木・原野（南中） 山内・鴻上（南中）
2年生 女子 波方・神野（川東中） 松井・佐光（川東中） 守谷・加藤（南中） 徳永・高橋（川東中）

少年男子 53㎏ 渡部 和哉（南高） 福田 竜哉（新工） 石川 力也（新工）
56㎏ 権田 達也（新工） 菅 弘樹（新工） 和田 一志（南高）
62㎏ 伊藤 章記（新工） 古川 秀太（新工） 瀬分 大雅（西中）
69㎏ 小野 竜弥（新工） 永井 健士（南高）
77㎏ 矢葺　士（南高） 星加 尚輝（南高）
85㎏ 小林 翔馬（新工） 永易 真高（新工） 鈴木 諒斗（新工）

亀岡 高基（新工） 大森 才蔵（南高） 若山 大介（南高）
少年女子 58㎏ 近藤 奈津美（南高）

63㎏ 三浦 夏菜（南高）
69㎏ 玉井 結（南高）

成年男子 56㎏ 篠原 義昭（土居高教員）

協会登録チーム
50歳以上
59歳以上

　　第４２回記念新居浜市民体育祭　成績結果表

バレーボール

卓球

ラージボール
卓球
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大生院・船木（両チーム優勝）

　種　別

らんず・マンモス（両チーム優勝）

ハンドボール
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競技スポーツの部

種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位　種　別
形個人 1部 1,2年 大原 陸也（松涛） 丸山 千尋（真誠） 今村 拓人（和道）

2部 3,4年 神野 いちか（松涛） 神野 沙奈（松涛） 三谷 優依（松涛）
3部 5,6年 丸山 凌平（真誠） 大西 慈恩（松涛） 山中 千愛実（真誠） 堀川 健太（松涛）
4部 中学生 山中 瑛介（真誠） 菅　悠里（松涛） 神野 里奈（松涛） 神野 杏奈（松涛）
5部 高校・一般 山中 結莉乃（真誠） 笠原 大靖（真誠） 佐々木 光太（真誠） 高野 哲平（和道）

形団体 2部 松涛連盟 真誠館
3部 真誠館 松涛連盟
4部 真誠館 松涛連盟
5部 真誠館 和道会

組手個人 1部 3,4年 藤原 陽央（和道） 神野 いちか（松涛） 大原 陸也（松涛）
2部 5,6年 丸山 凌平（真誠） 三谷 悠介（松涛） 大西 慈恩（松涛） 堀川 健太（和道）
3部 小学5,6年女子 山中 千愛実（真誠） 桑山 茉奈（真誠） 金子 晴奈（真誠）
4部 中学生男子 奥坂 亮太（松涛） 大西　諒（和道） 原　康敬（真誠）
5部 高校・一般男子 笠原 大靖（真誠） 金子 弘一（真誠） 真鍋 龍平（和道）
６部 中・高・一般女子 山中 結莉乃（真誠） 梅崎 彩加（真誠） 菅　悠里（松涛） ﾏﾙﾀ・ﾊﾙｻﾝﾃｨ（和道）

組手団体 高校・一般 真誠館 和道会
団体 高校 男子 新居浜商業A 新居浜高専C 新居浜工業A

高校 女子 新居浜商業A 新居浜西高A 新居浜高専A
一般 Aチーム Eチーム Dチーム

個人 高校 男子 高橋 龍司（新商A） 山内 拓磨（高専） 住谷 晃希（新工C）
高校 女子 戸田 成美（新商A） 高井 ひかる（西高A） 藤本 美波（高専）
一般 男子 松木 良一（A） 木村 隆仁（D） 高橋 修身（B）
一般 女子 高橋 理恵（G） 篠原 恵美子（D） 坂本 綾美（F）

高橋 龍司（新商A）
一般 レッドゾーン 秋山工業OB 新居浜アタックス Touch　Up
学童 船木パイレーツ 新居浜ヤンキースJr.

少林寺拳法 団体演武 少年 見習～７級 別子A 新居浜瀬戸C 泉川C
少年 6～4級 新居浜瀬戸B 別子B 泉川B
少年 3～初段 新居浜瀬戸A 別子C 泉川A 新居浜川西

単独演武 少年 見習～７級 矢野 瑛太（新居浜瀬戸） 新川 龍臣（新居浜） 大原 爽乃（新居浜瀬戸）

少年 6～4級 飯尾 光（泉川） 永井 勇志（新居浜瀬戸） 河村 海玖空（別子）
少年 3～1級 飯尾 心輝（泉川） 桑原 歩夢（別子） 戸山 陽向（別子）
少年 有段 白石 萌桃（新居浜瀬戸） 峯 和馬（新居浜瀬戸） 横山 華（新居浜瀬戸）

組演武 少年 見習～７級
細川 伶央（別子）
藤田 仁（別子）

齊藤 翔太（別子）
藤本 裕一郎（別子）

矢野 瑛太（新居浜瀬戸）

原 悠万里（新居浜瀬戸）

少年 6～4級
近藤 蒼士（新居浜瀬戸）

永井 勇志（新居浜瀬戸）

河村 海玖空（別子）
片岡 真也（別子）

明日 武琉（新居浜瀬戸）

則友 礼慈（新居浜瀬戸）

少年 3～1級
戸山 陽向（別子）
篠原 良太（別子）

桑原 歩夢（別子）
伊藤 啓悟（別子）

守谷 光生（別子）
宮岡 玲奈（別子）

少年 有段
白石 萌桃（新居浜瀬戸）

近藤 来夢（新居浜瀬戸）

横山 華（新居浜瀬戸）

峯 和馬（新居浜瀬戸）

竹下 航平（川西）
竹下 冬馬（川西）

運用法 白石 理雄（新居浜瀬戸） 権藤 佑弥（泉川） 曽我部 心咲（新居浜瀬戸）

藤岡 夕晴（新居浜瀬戸） 堀川 大空（泉川） 白石 理雄（新居浜瀬戸）

明日 武琉（新居浜瀬戸） 齊藤 翔太（別子） 近藤 蒼士（新居浜瀬戸）

則友 礼慈（新居浜瀬戸） 藤本 裕一郎（別子） 永井 勇志（新居浜瀬戸）

内山 慶人（新居浜瀬戸） 河村 海玖空（別子） 近藤 哲弘（新居浜瀬戸）

岡田 越（新居浜瀬戸） 片岡 真也（別子） 大原 颯生（新居浜瀬戸）

秋山 瑠慰（新居浜瀬戸） 竹下 航平（川西） 伊藤 啓吾（別子）
峯 和馬（新居浜瀬戸） 伊藤 大悟（川西） 桑原 歩夢（別子）

一般男子 田中 一輝（フリー） 峯 基泰（ﾌｧｲﾔｰｽﾞ） 倉田 房雄（住友ｸﾗﾌﾞ） 藤原 正之（フリー）
伊藤 貴大（フリー） 梶 和広（ﾌｧｲﾔｰｽﾞ） 濱松 豊博（住友化学） 曽波 忠輔（フリー）
上田 慎樹（東高） 酒井 達哉（東高） 近藤 仁（東高） 宮原 信（市役所）
小笠原 凌（東高） 真木 世紀（東高） 別府 大輝（東高） 永易 正史（市役所）
中筋 雄大（住友ｸﾗﾌﾞ） 篠原 正樹（SBH） 塩崎 大和（東高） 村上 和磨（東高）
笠井 幸司（住友ｸﾗﾌﾞ） 渡部 聖志（SBH） 曽我部 凌（東高） 入江 尚輝（東高）

一般女子 清水 永子（リバティ） 田中 直美（ﾘﾄﾙﾌﾗﾜｰ） 矢野 順子（ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ） 佐薙 文恵（ﾌｧｲﾔｰｽﾞ）
久枝 光江（リバティ） 福島 めぐみ（ｻｸｾｽ） 高砂 由美子（ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ） 田中 留美（ﾌｧｲﾔｰｽﾞ）
岸 美帆（東高） 中島 あずさ（市役所） 加藤 萌（東高）
原 日菜子（東高） 山本 佳子（市役所） 井下 理子（東高）
木村 佳菜（東高） 高橋 志帆（東高） 合田 睦美（東高） 近藤 梨紗子（東高）
金子 英美里（東高） 岡崎 茉由（東高） 真鍋 胡桃（東高） 青野 里咲（東高）

ロイヤル 田中 勝（コスモス） 瀬戸口 節男（フリー） 石山 滋子（新居浜ローン）

鈴木 計雄（コスモス） 大西 良文（フリー） 桑山 マキ江（新居浜ローン）

セーリング HAYATO Triton ムーラン・ルージュ

馬場馬術 ３課目 吉田 義公 山崎　剛
馬場馬術 ２課目 濱  優香
小障害飛越 A90 矢野 幹男 村上 喜信

小障害飛越 B80 山崎  剛 吉田 義公 矢野 幹男

ジムカーナ A 横山 公恵 矢野 真亜子 菅  綾子

ジムカーナ B 廣川 陽子 横山 公恵 村上 洋信

個人 トラップ 千葉 一行 讀木 敬典 岡田 公申
スキート 入澤 文俊 高橋 一郎

ゲートボール 一般 河内 川西 あすなろ
水泳

乱捕の部
幼年 年長 田窪 七海 和田 周平 前田 晃汰 光國 奏翔
小学 1年 船越 陽菜 和田 真平 依岡 暖記 石村 翼壮
小学 2年 杉田 義人 佐藤 優希 伊藤 妃菜 前田 拳吾
小学 3年 岡田 康奨 柏木　悟 船越 祐介 小島 優奈
小学 4年 石川 伶治 永易 仁晟 秦　颯斗 藤由 秋人
小学 5年 岩本 将宗 伊藤 丈一郎 小倉 大輝 吉田　祥
小学 6年 田窪 百花 小島 一貴 前谷 航佑 柏木　凌
中学生 田窪 大知 藤田 拳伍 佐野 日和 吉田　優

Cクラス

Aクラス

Bクラス

Cクラス

水泳はタイムを計るだけで、順位はつけないマスターズの部

小学生

Bクラス

Aクラス

1～2年

射抜き技
軟式野球

テニス

空手道

弓道

小学生

小学生

5～6年

幼年

馬術

クレー射撃

拳法道

3～4年

ﾚｰｻｰｸﾗｽ＆ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞｸﾗｽ
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競技スポーツの部

種　目 　１　位 　２　位 　３　位 　３　位　種　別
演武の部
　組演武 宇佐 桃果

石村 優佳
伊藤 丈一郎 山本 健太郎 石川 伶治 岩本 将宗
岩本 将宗 秦　颯斗 永易 仁晟 山下 愛佳

柏木　凌
田窪 百花

藤田 有香 石川 有美

武田 万由 田窪 百花

　単独演武 宇佐 桃果 石村 優佳 堤　さと子 二宮 彩華

池田 愛美

武田 万由 藤田 有香 堤　仁志 池田 大輝
加藤 大貴

空手型の部 年少 藤由 秋人 鶴澤 雄飛
ソフトバレー 一般の部 E、F、Hチーム（同立１位） Gチーム Aチーム

ゴルフ 個人　 加藤 慎吾 新谷 隆則 高橋 鎮雄
川西地区 若宮A 宮西A 若宮C
川東地区 多喜浜東寿会 神郷・高津・多喜浜混成チーム 高津
上部地区 岸の下C 角野A 岸の下Ｂ

3級～1級

中学生

年少

見習～4級

クロッケー

中学生

年少

年少
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