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西条ひうち陸上競技場

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

大星　快太 11.11 川上 真之介 11.18 井上　福泰 11.26 楠本　将也 11.34 村上　博昭 11.37 馬越　康平 11.38 髙木　基継 11.45 鳥津　祥太 11.48

伊予高 +0.0 松山大 +0.0 Re･sｔation +0.0 伊予高 +0.0 新居浜東高 +0.0 今東中等 +0.0 高知ユニオン +0.3 伊予高 +0.0

大星　快太 22.29 越智　泰勢 22.34 越智　将之 22.41 石井　祐太 22.99 阿部　拓也 23.08 髙木　基継 23.11 吉武　信太朗 23.15 程野綜一朗 23.33

伊予高 -0.8 川之江高 -0.8 新居浜東高 -0.8 松山南高 -0.4 伊予高 -0.8 高知ユニオン +0.0 今治南高 +0.0 伊予高 -0.4

越智　泰勢 49.83 多田　陽太 50.17 冨永　拓臣 51.83 馬越　康平 51.95 古谷　崇洋 52.12 土居　　祐 52.39 宇高　裕喜 52.55 井上恭太郎 52.62

川之江高 今治北高 宇南中等 今東中等 松山東高 松山南高 今治西高 松山南高

一 碓井　隆治  2:00.24久幾田　泰士  2:00.93高橋　永  2:02.00西山　光弘  2:02.63秦　将吾  2:02.77森　大地  2:02.82泉　　公喜  2:03.43石本　寛人  2:03.44

東温高 東温高 愛媛大 川之江高 今治北高 今治北高 伊予高 八幡浜高

森　大地  4:08.18秦　将吾  4:09.44渡部　貴行  4:09.98佐々木　勇輔  4:11.30碓井　隆治  4:11.40山中　福至  4:13.84久幾田　泰士  4:15.12田渕　矩良  4:15.41

今治北高 今治北高 今治北高 今治北高 東温高 今治北高 東温高 愛媛大

三宅　契吏 15:19.73森田　優太 15:22.54田中　一兆 15:25.35谷岡　伴弥 15:29.77高橋　史人 15:30.49浜田　幸一 15:45.38平井　智之 15:48.45河野　　健 16:18.23

愛媛大 八幡浜高 愛媛大 八幡浜高 西条市陸協 西条市陸協 西条市陸協 今治クラブ

牧田 憲二 16.81 岡田　侑己 16.88 津村　全俊 17.09 赤坂  佑 17.39 長谷川 健悟 17.57 二宮　大知 18.46 松田　颯麿 19.09 越智 尚之 20.89

般 愛媛大医学部 -0.8 伊予高 -0.5 伊予農高 -0.5 今治西高 -0.5 松山大 -0.5 八幡浜高 -0.8 今治北高 -0.8 今治西高 -0.8

多田　陽太 55.72 井上恭太郎 57.86 岡田　侑己 58.74 川口　智生 59.20 松田　颯麿 59.76 篠﨑　哲平  1:01.00赤坂  佑  1:01.79田中　勝也  1:03.26

今治北高 松山南高 伊予高 八幡浜高 今治北高 伊予高 今治西高 新田高

伊予高･愛　媛 42.97 新居浜東高･愛　媛 43.46 今東中等･愛　媛 44.49 愛媛大医学部･愛　媛 44.82 宇南中等･愛　媛 45.28 東温高･愛　媛 46.02 伊予農高･愛　媛 47.29 今治南中･愛　媛 48.29

   楠本　将也    土岐　祐生    山内　俊英    桐山 洋介    池田　講平    高須　茂    津村　全俊    越智　覚史

   鳥津　祥太    新林　智典    谷川　勇貴    影岡 義広    松下　洸己    渡部　慎也    森　卓也    河上　勇太

   阿部　拓也    村上　博昭    竹田　竣亮    鳥飼 泰彦    冨永　拓臣    西本　一大    松岡　凌汰    八木　琢大

   大星　快太    越智　将之    馬越　康平    牧田 憲二    田村　快    片岡　勇也    本多　希実    岡田　翔太

岡田　翔太 11.77 越智　覚史 12.02 大綱 淳也 12.08 井原　航輝 12.11 柿原　拓弥 12.13 桐山　征樹 12.20 佐藤　慶 12.29 三国　琳之介 12.36

今治南中 -1.2 今治南中 -1.2 今治西中 -1.2 川東中 -1.2 立花中 -1.2 川東中 -1.2 川之江南中 -1.0 城南中 -1.0

岡田　翔太 24.15 近藤　翼 24.83 大綱 淳也 25.21 佐藤　慶 25.23 細川　和朗 25.25 森川　蒼大 25.61 池内　直貴 25.65 桐山　征樹 25.77

今治南中 +0.0 今治西中 +0.0 今治西中 +0.0 川之江南中 +0.0 川之江南中 -0.3 西条北中 +0.0 吉海中 +0.0 川東中 +0.0

中 近藤　翼 54.75 細川　和朗 56.41 山口　白 59.07 垂水　貴将 59.23 越智　隆雄  1:00.38宮崎　浩輝  1:01.03渡邊　北斗  1:01.09石川　卓  1:01.78

今治西中 川之江南中 今治西中 角野中 伯方中 今東中等 立花中 川之江南中

村上　昂洋  2:10.27石井　柊馬  2:15.31八木　洸介  2:18.04山岡　凌  2:18.22岡野　哲也  2:21.57山岡　幸司  2:22.41北尾　　剛  2:23.54山岡　滉明  2:30.66

今治西中 立花中 近見中 伯方中 川東中 伯方中 川東中 伯方中

村上　昴洋  4:26.31求　大地  4:30.72鈴木　啓文  4:33.27白川　大智  4:40.58石井　柊馬  4:42.58宮崎　海渡  4:42.86首藤　陽佑  4:43.65合田　駿平  4:43.71

学 今治西中 吉海中 川之江南中 角野中 立花中 川東中 川東中 川之江南中

求　　大地  9:41.01鈴木　啓文  9:41.25岡田　拓真  9:53.00首藤　陽佑 10:05.34合田　駿平 10:15.37宮崎　海渡 10:15.73須賀　健人 11:05.23菊川　雅 11:39.45

吉海中 川之江南中 川東中 川東中 川之江南中 川東中 立花中 近見中

猪本　亮太 18.08 河上　勇太 18.32 三国　琳之介 19.09 石川　稜将 20.33 白石 凌大 21.01 石川　大和 21.15

西条北中 -0.7 今治南中 -0.7 城南中 -0.7 川之江南中 -0.7 今治西中 -0.7 川東中 -0.7
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西条ひうち陸上競技場

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属

亀山　夏美 12.64 池田 有希 12.70 秋山　里沙 12.85 原　佑奈 13.20 尾中　美咲 13.34 比屋根　理沙 13.35 浅野　加奈未 13.38 緑間　華乃 13.41

愛媛女短大 +0.0 松山大 +0.0 聖ｶﾀﾘﾅ女高 +0.0 愛媛女短大 +0.4 八幡浜高 +0.0 愛媛女短大 +0.0 愛媛女短大 -0.5 川之江高 -0.5

中川　真里 25.67 秋山　里沙 26.43 高須賀　眞子 27.83 桂木　みさき 27.86 浅野　加奈未 27.88 篠原　実奈 27.98 渡邉　霞 28.23 植田　知佳 28.63

愛短大職員 +0.5 聖ｶﾀﾘﾅ女高 +0.5 聖ｶﾀﾘﾅ女高
+0.0

愛媛大 +0.0 愛媛女短大 +0.5 川之江高 +0.0 今東中等 +0.0 八幡浜高 +0.0

江藤　安純 58.45 稲田　美咲 59.11 松島　渚 59.34 濱本　裕子  1:00.68中川　真里  1:01.43比嘉　万美子  1:02.06渡邉　霞  1:03.03植田　知佳  1:03.47

一 愛媛女短大 松山東高 愛媛女短大 愛短大職員 愛短大職員 愛媛女短大 今東中等 八幡浜高

宇都宮恵理  2:17.88比嘉　万美子  2:20.06松岡　由起  2:20.29杉村　英里子  2:23.81河野　早紀  2:24.56江藤　安純  2:24.62稲垣　唯  2:26.51平山　萌  2:26.77

八幡浜高 愛媛女短大 八幡浜高 今治北高 今治北高 愛媛女短大 今治北高 愛媛女短大

杉村　英里子  4:47.42河野　早紀  4:48.63渡邊　由衣  4:52.68古川　千尋  4:52.92森崎　聖奈  4:52.99豊田　来花  4:54.35山内　沙弥香  4:55.96稲垣　唯  4:59.08

今治北高 今治北高 今治西高 愛媛女短大 愛媛女短大 今治北高 愛媛女短大 今治北高

渡部　未来  9:44.89山上　真里枝  9:47.20中川　茉耶  9:50.22辰野　泰子  9:50.28伊藤　礼  9:54.79古川　千尋 10:13.71森崎　聖奈 10:15.91石川　育 10:21.23

般 八幡浜高 八幡浜高 八幡浜高 八幡浜高 愛媛大 愛媛女短大 愛媛女短大 新居浜東高

原　佑奈 15.38 比嘉　万祐子 15.53 尾中　美咲 16.43 篠原　実奈 16.45 高須賀　眞子 16.93 藤原　理恵 16.97 原田　育子 17.19 武智　愛 17.40

愛媛女短大 +0.0 愛媛女短大 +0.0 八幡浜高 -0.5 川之江高 +0.0 聖ｶﾀﾘﾅ女高 +0.0 愛媛女短大 +0.0 愛媛女短大 +0.0 新田高 -0.5

濱本　裕子  1:04.54比嘉　万祐子  1:05.63松島　渚  1:08.27徳永　夏帆  1:10.84田原　加奈絵  1:11.01石川　奈穂  1:13.01森　英里奈  1:14.33武智　愛  1:14.69

愛短大職員 愛媛女短大 愛媛女短大 聖ｶﾀﾘﾅ女高 愛媛女短大 今治北高 今治西高 新田高

愛媛女短大･愛　媛 49.98 東予東中･愛　媛 51.85 伊予高･愛　媛 53.22 西条南中･愛　媛 55.00 今治西中･愛　媛 55.26 西条東中･愛　媛 55.90 伯方中･愛　媛 56.43 新居浜東高･愛　媛 56.47

   原　佑奈    兼子　優    青野　知香    藤原　佑菜    山本　夢鳳    安部　さやか    馬越　唯    佐竹　愛花

   亀山　夏美    高橋　奈々    山本　瑞貴    神野　文絵    高見　知世    浅木　里桜    中野　早紀    岡崎　智子

   比屋根　理沙    宮内　春奈    篠原　里菜    加藤　莉帆    藤本　昌子    伊藤　真奈    池田　海奈    永易　唯奈

   道内　智子    渡邉　恵里花    西尾美妃子    高岡　彩花    三好　紗生    森本　愛巳    村上　瑠唯    中山　裕美

高橋　奈々 13.05 宮内　春奈 13.30 神岡　真奈 13.39 中野　早紀 13.60 宇都宮　愛 13.63 大政　詩織 13.64 玉置　友美子 13.65 兼子　優 13.67

東予東中 -1.1 東予東中 -1.1 小松中 -1.1 伯方中 -1.1 城南中 -1.1 川東中 -1.1 東予東中 -0.9 東予東中 -0.7

高橋　奈々 27.90 宮内　春奈 27.93 脇　葵 28.28 三好　紗生 28.32 渡邉　恵里花 28.41 中野　早紀 28.47 兼子　優 28.72 玉置　友美子 28.81

中 東予東中 -0.6 東予東中 +0.1 川之江南中 +0.1 今治西中 -0.1 東予東中 +0.1 伯方中 +0.1 東予東中 +o.1 東予東中 -0.6

石川　愛海  2:23.92伊藤　　望  2:28.92土居　瑞紀  2:29.44村上　紗季里  2:29.77森　果穂  2:30.36横尾　千夏  2:32.49濱元　咲  2:33.96菅　明日花  2:34.14

川之江南中 川東中 大西中 吉海中 吉海中 川之江南中 吉海中 大西中

学 石川　愛海  4:49.05横尾　千夏  5:01.71伊藤　望  5:02.94森　果穂  5:04.73土居　瑞紀  5:07.98青野　瑞希  5:11.90重松　侑那  5:11.96村上　紗季里  5:12.23

川之江南中 川之江南中 川東中 吉海中 大西中 川東中 今治西中 吉海中

神岡　真奈 16.79 渡邉　恵里花 17.40 森本　愛巳 17.62 横井　優奈 17.73 西原　こなつ 18.15 高橋　真帆 18.38 西原　千晴 18.42 村上　真南 18.52

小松中 +0.0 東予東中 +0.0 西条東中 -0.5 川東中 +0.0 西条南中 +0.0 川東中 +0.0 西条東中 -0.5 大西中 +0.0
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西条ひうちトラック記録会　　一般・中学女子の部

2010年4月11日
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( NHR:日本高校新記録　／　NGR:大会新記録 )


