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愛媛スポーツ・レクリエーション祭2021 2021年10月31日(日)

（マスターズ陸上・小学生陸上） 愛媛県総合運動公園陸上競技場 決勝一覧表

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学１年 １００ｍ 大野   蒼空 (1) 18.13 堀川   詢真 (1) 18.30 米花   淳汰 (1) 18.83 岡田   侑平 (1) 18.84 善家     渉 (1) 19.01 西川   英汰 (1) 19.61 水上   晴斗 (1) 19.65 大森 優太郎 (1) 19.86

東雲小  ＭＰＣ  すくっと  八幡浜ＡＣ  LODESTARAC  愛南町スポ少  プティパ  東雲小  
女子小学１年 １００ｍ 須納瀬 愛里 (1) 18.13 村上     杏 (1) 18.63 吉田   ひな (1) 18.76 山口     蘭 (1) 19.01 伊藤   栞那 (1) 19.14 二宮   叶羽 (1) 19.18 本多   鈴花 (1) 19.40 竹林 夏葉子 (1) 19.45

しまなみＪＡＣ  Ｍ＆Ｉ  松山陸上クラブ  津島しらさぎ  あいリンク  かけっこ道場  すくっと  すくっと  
男子小学２年 １００ｍ 宮司   晃輔 (2) 16.09 竹之下 春仁 (2) 16.72 奥村     縁 (2) 16.73 野間   純平 (2) 17.07 見山   宗則 (2) 17.11 河野   陽翔 (2) 17.18 藤岡   弘輔 (2) 17.39 東     煌雅 (2) 17.75

しまなみＪＡＣ  しまなみＪＡＣ  四国中央AC  新居浜Ｔ＆Ｆ  すくっと  ＬＩＲＵＮＡＣ  八幡浜ＡＣ  B&Mｷｯｽﾞ  
女子小学２年 １００ｍ 渡部   菜々 (2) 17.08 髙橋     玲 (2) 17.30 川口   結子 (2) 17.32 青野   彩芽 (2) 18.12 井出   奈那 (2) 18.15 石崎   心晴 (2) 18.39 若松   紗奈 (2) 18.41 浦元   咲帆 (2) 18.92

新小  レイカーズ  さくら小学校  あいリンク  あいリンク  g-kids  宇和島Ｔ&Ｆ  すくっと  
男子小学３年 １００ｍ 久保   夏騎 (3) 16.15 伊藤   幸永 (3) 16.34 須納瀬 竜馬 (3) 16.37 久保田 悠元 (3) 16.53 小池   來生 (3) 16.62 笹本   陽生 (3) 16.66 伊藤   凌久 (3) 16.81 山﨑   葵海 (3) 16.82

しまなみＪＡＣ  新居浜Ｔ＆Ｆ  しまなみＪＡＣ  B&Mｷｯｽﾞ  しまなみＪＡＣ  新居浜Ｔ＆Ｆ  LODESTARAC  愛アスリート  
女子小学３年 １００ｍ 宮中   星七 (3) 16.63 正岡   愛結 (3) 16.66 唐田   優羽 (3) 16.77 北浦   心結 (3) 17.02 徳岡     穂 (3) 17.38 近藤   亜衣 (3) 17.50 稲井 あいか (3) 17.57 青野   初音 (3) 17.74

八幡浜ＡＣ  Ｍ＆Ｉ  愛南町スポ少  宇和島Ｔ&Ｆ  愛大附属小  ＮＩＮＯＳ  ＬＩＲＵＮＡＣ  しまなみＪＡＣ  
男子小学４年 １００ｍ 渡邉   大峨 (4) 14.76 西村   颯真 (4) 15.29 大野   零稀 (4) 15.45 阿部   基輝 (4) 15.48 越智   大稀 (4) 15.53 髙橋   風雅 (4) 15.68 菊川   海音 (4) 15.73 渡邊   輝星 (4) 15.73

ＬＩＲＵＮＡＣ  八幡浜ＡＣ  東雲小  フジヤマＡＣ  ＬＩＲＵＮＡＣ  VIVID陸上  しまなみＪＡＣ  VIVID陸上  
女子小学４年 １００ｍ 西田   実央 (4) 15.24 堀川 愛苺乃 (4) 15.53 藤岡   陽葵 (4) 15.68 岡田   真侑 (4) 15.70 丹     瑞希 (4) 15.81 東灘     優 (4) 15.82 藤本   子楽 (4) 15.99 髙橋   美琴 (4) 15.99

津島しらさぎ  ＭＰＣ  ＬＩＲＵＮＡＣ  八幡浜ＡＣ  ＬＩＲＵＮＡＣ  八幡浜ＡＣ  ＬＩＲＵＮＡＣ  ＬＩＲＵＮＡＣ  
男子小学５年 １００ｍ 村上     諒 (5) 14.26 小川   竜輝 (5) 14.35 久保   浩志 (5) 14.82 井村   直也 (5) 14.83 長野     翼 (5) 14.86 梅崎     煌 (5) 14.95 村上   友快 (5) 15.01 上久保 來輝 (5) 15.03

桑の実クラブ  垣生JAC  しまなみＪＡＣ  愛南町スポ少  愛顔のｼﾞｭﾆｱAC  垣生JAC  伯方T&F  垣生JAC  
女子小学５年 １００ｍ 小枝   涼杏 (5) 14.13 矢野   帆香 (5) 14.39 藤堂     景 (5) 14.65 鎌田   悠里 (5) 14.87 中村   優亜 (5) 15.17 大西   乃愛 (5) 15.45 久保   日鞠 (5) 15.45 山口   紗弥 (5) 15.52

四国中央AC  しまなみＪＡＣ  八幡浜ＡＣ  新玉小学校  宇和島Ｔ&Ｆ  川之江Ｔ＆Ｆク  ＬＩＲＵＮＡＣ  桑の実クラブ  
男子小学６年 １００ｍ 松井   想真 (6) 12.86 井村   竜也 (6) 12.93 河野   快飛 (6) 13.06 田村   翔生 (6) 13.53 住田   尚仁 (6) 13.62 稲葉   智大 (6) 13.67 松平   斉季 (6) 13.80 村上   稀桜 (6) 13.93

八幡浜ＡＣ  愛南町スポ少  八幡浜ＡＣ  宇和島Ｔ&Ｆ  宇和島Ｔ&Ｆ  宇和島Ｔ&Ｆ  八幡浜ＡＣ  桑の実クラブ  
女子小学６年 １００ｍ 北浦   茉奈 (6) 13.45 大西   海優 (6) 14.12 定由 いちか (6) 14.33 本田   美波 (6) 14.46 亀田   凜花 (6) 14.51 島村 翔里菜 (6) 14.53 青野   詩月 (6) 14.62 星川 もみじ (6) 14.73

宇和島Ｔ&Ｆ  四国中央AC  伯方T&F  桑の実クラブ  VIVID陸上  四国中央AC  四国中央AC  四国中央AC  
男子小学４年 １０００ｍ 島袋   琉生 (4)  3:26.07 村上   想磨 (4)  3:31.17 大本     嵐 (4)  3:37.32 渡部   翔介 (4)  3:42.74 三墨   颯真 (4)  3:43.32 近藤   由都 (4)  3:51.04 森貞   凜久 (4)  4:08.70 本田   航生 (4)  4:08.84

ISAC ＬＩＲＵＮＡＣ 八幡浜ＡＣ 新小 宇和島Ｔ&Ｆ ＬＩＲＵＮＡＣ すくっと g-kids

女子小学４年 １０００ｍ 藤岡   陽葵 (4)  3:39.57 宇都岡 奏沙 (4)  3:41.66 木村 明日香 (4)  3:42.36 森   美依奈 (4)  3:42.60 東灘     優 (4)  3:51.96 井出 結瑞菜 (4)  3:53.07 大熊 彩友香 (4)  3:54.91 丹     瑞希 (4)  3:56.25
ＬＩＲＵＮＡＣ ＵＡＣ 八幡浜ＡＣ 八幡浜ＡＣ 八幡浜ＡＣ あいリンク 東雲小 ＬＩＲＵＮＡＣ

男子小学５年 １０００ｍ 久保   浩志 (5)  3:13.90 髙橋 条太郎 (5)  3:28.27 矢野   潤汰 (5)  3:29.86 高野   宙翔 (5)  3:29.87 野本   大雅 (5)  3:31.74 田村     公 (5)  3:32.89 豊嶋   環太 (5)  3:32.94 船倉   晴矢 (5)  3:43.29
しまなみＪＡＣ ISAC 今治クラブ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC ISAC LODESTARAC しまなみＪＡＣ LODESTARAC

女子小学５年 １０００ｍ 中村   優亜 (5)  3:27.10 村山   心海 (5)  3:27.44 國廣   美来 (5)  3:27.55 井上 真名佳 (5)  3:30.76 久保   日鞠 (5)  3:35.55 岡本     杏 (5)  3:37.99 後藤   心春 (5)  3:43.47 野間 あかり (5)  3:47.50
宇和島Ｔ&Ｆ 今治クラブ 今治クラブ 宇和島Ｔ&Ｆ ＬＩＲＵＮＡＣ 川之江Ｔ＆Ｆク 川之江Ｔ＆Ｆク 新居浜Ｔ＆Ｆ

男子小学６年 １０００ｍ 齊藤   弘哉 (6)  3:11.88 尾崎   太輔 (6)  3:12.19 向井   蒼空 (6)  3:13.72 吉田   洸翔 (6)  3:17.76 前川   侑大 (6)  3:20.49 吉村   優輝 (6)  3:23.17 真鍋   龍心 (6)  3:26.65 鎌倉     尊 (6)  3:32.49
VIVID陸上 フジヤマＡＣ ＬＩＲＵＮＡＣ 宇和島Ｔ&Ｆ ＬＩＲＵＮＡＣ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC VIVID陸上 川之江Ｔ＆Ｆク

女子小学６年 １０００ｍ 岩見 りあら (6)  3:17.95 清水 ひより (6)  3:23.05 日浅   由彩 (6)  3:23.96 島村 翔里菜 (6)  3:24.28 松岡   咲奈 (6)  3:26.81 宇都岡 音沙 (6)  3:29.35 安野   愛菜 (6)  3:32.87 船村   ゆい (6)  3:35.77
雄郡小学校 フジヤマＡＣ フジヤマＡＣ 四国中央AC 宇和島Ｔ&Ｆ ＵＡＣ しまなみＪＡＣ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

男子小学4～6年 ４×１００ｍ 八幡浜ＡＣ A 53.02 宇和島Ｔ&Ｆ 53.11 桑の実クラブ A 55.75 VIVID陸上 56.68 ＬＩＲＵＮＡＣ 58.74 垣生JAC 59.51 しまなみＪＡＣ  1:00.40 八幡浜ＡＣ B  1:02.16
  大澤   晴悟 (6)   吉田   洸翔 (6)   近泉   大希 (5)   宮崎   泰至 (6)   越智   大稀 (4)   小川   竜輝 (5)   菊川   海音 (4)   中岡     朔 (5)
  松井   想真 (6)   田村   翔生 (6)   村上     諒 (5)   久原     晄 (6)   前川   侑大 (6)   渡部   暖士 (5)   赤尾   琉成 (6)   西村   颯真 (4)
  松平   斉季 (6)   稲葉   智大 (6)   古野   滉貴 (6)   真鍋   龍心 (6)   向井   蒼空 (6)   上久保 來輝 (5)   豊嶋   環太 (5)   井上   凌臥 (5)
  河野   快飛 (6)   住田   尚仁 (6)   村上   稀桜 (6)   齊藤   弘哉 (6)   神野   良太 (6)   梅崎     煌 (5)   久保   浩志 (5)   渡壁   春仁 (5)

女子小学4～6年 ４×１００ｍ 四国中央AC 56.60 宇和島Ｔ&Ｆ 58.73 八幡浜ＡＣ A 58.89 桑の実クラブ A 58.91 しまなみＪＡＣ A 59.50 VIVID陸上 59.93 新居浜Ｔ＆Ｆ  1:02.16 ＬＩＲＵＮＡＣ  1:02.23
  島村 翔里菜 (6)   若松   那歩 (5)   土屋   桃花 (6)   井上   月乃 (6)   安野   愛菜 (6)   真鍋   玲咲 (6)   元山   真緒 (5)   藤本   子楽 (4)
  大西   海優 (6)   北浦   茉奈 (6)   藤堂     景 (5)   宮本   華暖 (6)   矢野   帆香 (5)   亀田   凜花 (6)   竹下   幸希 (6)   藤岡   陽葵 (4)
  青野   詩月 (6)   中村   優亜 (5)   山本   莉子 (6)   石﨑   心琴 (6)   山本   心愛 (6)   山本   紗季 (6)   原     千織 (5)   丹     瑞希 (4)
  小枝   涼杏 (5)   松岡   咲奈 (6)   平田   莉子 (6)   本田   美波 (6)   平野   萌架 (6)   井上   愛苗 (6)   野間 あかり (5)   髙橋   美琴 (4)

男子小学５年 走幅跳 村上   友快 (5) 4m14 村上     諒 (5) 4m07 梅崎     煌 (5) 3m73 住田   拓仁 (5) 3m57 田原   拓実 (5) 3m53 近藤   天童 (5) 3m52 中村   葉月 (5) 3m42 小川   竜輝 (5) 3m41
伯方T&F  0.0 桑の実クラブ  0.0 垣生JAC  0.0 宇和島Ｔ&Ｆ  0.0 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC  0.0 桑の実クラブ  0.0 石井東小学校  0.0 垣生JAC  0.0 

女子小学５年 走幅跳 小枝   涼杏 (5) 4m24 矢野   帆香 (5) 4m16 山口   紗弥 (5) 3m67 新田 真奈美 (5) 3m46 若松   那歩 (5) 3m33 越智   一乃 (5) 3m32 徳岡     葵 (5) 3m15 赤根   愛深 (5) 3m06
四国中央AC  0.0 しまなみＪＡＣ  0.0 桑の実クラブ  0.0 すくっと  0.0 宇和島Ｔ&Ｆ  0.0 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC  0.0 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC  0.0 桑の実クラブ  0.0 

男子小学６年 走幅跳 田村   翔生 (6) 4m81 村上   稀桜 (6) 4m59 稲葉   智大 (6) 4m52 住田   尚仁 (6) 4m39 森     光輝 (6) 4m38 赤尾   琉成 (6) 4m35 河野   快飛 (6) 4m33 古野   滉貴 (6) 4m30
宇和島Ｔ&Ｆ 桑の実クラブ 宇和島Ｔ&Ｆ 宇和島Ｔ&Ｆ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC しまなみＪＡＣ 八幡浜ＡＣ 桑の実クラブ

女子小学６年 走幅跳 大西 海優 (6) 4m44 宮本 華暖 (6) 4m10 青野 詩月 (6) 3m90 石﨑 心琴 (6) 3m89 田中 心琴 (6) 3m85 宇都岡 音沙 (6) 3m72 合田 夏希 (6) 3m60 水野 椎菜 (6) 3m59
四国中央AC 桑の実クラブ 四国中央AC 桑の実クラブ 城川アスリート ＵＡＣ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 宇和島Ｔ&Ｆ

男子小学４年 ソフトボール投 伊予岡 大和 (4) 45m42 島田 涼介 (4) 39m07 菊川 海音 (4) 36m81 髙橋 風雅 (4) 36m43 上杉 陸翔 (4) 36m39 二宮 叶夢 (4) 34m91 末光 健斗 (4) 34m19 加藤 颯真 (4) 32m71

LODESTAR AC すくっと しまなみＪＡＣ VIVID陸上 野村ドリームズ かけっこ道場 g-kids すくっと

女子小学４年 ソフトボール投 辻田   柚希 (4)  30m24 兵頭   咲樹 (4)  28m51 大熊 彩友香 (4)  24m43 竹林 芽衣子 (4)  19m42
かけっこ道場 野村ドリームズ 東雲小 すくっと

男子小学５年 ソフトボール投 長野     翼 (5)  61m37 伊藤   颯久 (5)  47m41 長野   賢斗 (5)  40m03 髙橋   嘉誠 (5)  39m77 三好   颯音 (5)  39m42 兵頭     誠 (5)  36m24 上田   絢太 (5)  32m59 渡壁   春仁 (5)  29m08
愛顔のｼﾞｭﾆｱAC LODESTARAC 桑の実クラブ LODESTARAC 桑の実クラブ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC バリバリキッズ 八幡浜ＡＣ

女子小学５年 ソフトボール投 能智   香暖 (5)  36m81 濵田   佳音 (5)  29m11 眞木   晴妃 (5)  26m70 井川   果歩 (5)  25m06
愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC しまなみＪＡＣ VIVID陸上

男子小学６年 ソフトボール投 吉村   優輝 (6)  63m36 井村   竜也 (6)  52m91 丸碆   遥斗 (6)  50m45 中川   真翔 (6)  45m84 大澤 亮太朗 (6)  39m17 中野   怜星 (6)  35m77
愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 愛南町スポ少 宇和島Ｔ&Ｆ 新居浜Ｔ＆Ｆ バリバリキッズ 川之江Ｔ＆Ｆク

女子小学６年 ソフトボール投 星川 もみじ (6)  48m69 上杉   美羽 (6)  41m75 亀田   凜花 (6)  41m34 山本   心愛 (6)  40m22 兵頭   叶望 (6)  39m35 河野   日和 (6)  36m09 平野   莉桜 (6)  33m29 渡部 紗也香 (6)  21m11
四国中央AC 野村ドリームズ VIVID陸上 しまなみＪＡＣ 野村ドリームズ 桑の実クラブ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

男子小学4～6年 棒高跳 阿部   泰助 (5) 2m20 渡邉   義史 (5) 1m90 松本   陽人 (6) 1m70
ＭＰＣ ＭＰＣ ＭＰＣ

女子小学4～6年 棒高跳 木下 莉依咲 (5) 2m10 堀川 愛苺乃 (4) 1m90 新藤   蒼依 (5) 1m90
ＭＰＣ ＭＰＣ ＭＰＣ

凡例（NGR:大会新記録）


