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えひめ県陸上競技ミライ(未来)アスリート交流記録会 2022年6月12日(日)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 6/12 １００ｍ 瀧本   啓太 11.67 河野   芯矢 11.86 渡邊   晴葵 12.22 上田   耕士 12.50 松田   佑弥 (知) 12.60 高田   琉生 12.68 松澤   孝二 12.69 大島   信也 (聴) 12.74

愛媛ＳＳ -0.3 愛大附属高校 +1.9 愛大附属高校 -0.3 愛媛ＳＳ -0.2 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +1.9 愛大附属高校 -0.3 愛媛ＳＳ -0.2 愛媛ＳＳ +0.2 

男子 6/12 ２００ｍ 岡田   和輝 (知) 23.16 吉丸   宗汰 (知) 25.97 松田   佑弥 (知) 27.03 上田   悠人 (聴) 28.04 宮内   順平 (知) 28.92 御手洗   実 (知) 30.01 近藤   璃恩 (知) 31.09

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.9 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.9 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.9 松山聾学校 +0.9 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.5 今治市 -1.5 今治特別支援学校 -1.5 

男子 6/12 ４００ｍ 岡田   和輝 (知) 52.20 武智   湧史 (知) 56.74 森田   慎也  1:00.42 植手     剛 (知)  1:05.28

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 四国中央ＡＣ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

男子 6/12 ８００ｍ 作間   功基 (知)  2:23.82 乾     滉貴 (知)  2:23.96 橋本     和 (知)  2:24.49 高橋   健太 (知)  2:32.73

今治特別支援学校 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 四国中央市

男子 6/12 １５００ｍ 武智   湧史 (知)  4:14.26 大塚   才豪 (知)  4:31.04 乾     滉貴 (知)  4:51.56 作間   功基 (知)  4:53.10 橋本     和 (知)  4:54.95 高橋   健太 (知)  4:58.12 植手     剛 (知)  5:03.58 重松   宏尚  5:20.56

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 今治特別支援学校 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 四国中央市 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 松山市

男子 6/12 走幅跳 藤堂   煌斗 4m88 菅原     快 4m36 藤田   貫太 (知) 3m82

八幡浜ＡＣ -0.1 八幡浜ＡＣ -0.3 西条高校 -1.2 

女子 6/12 １００ｍ 宮崎   愛海 12.49 飛鷹   心暖 12.89 菊池 陽菜乃 13.31 岩川   愛実 13.74 中村 みなみ 13.85 大西   海優 14.00 定由 いちか 14.22 平松 美唯菜 15.33

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.7 四国中央ＡＣ +0.7 八幡浜ＡＣ +0.7 ＲＬクラブ +0.7 愛大附属高校 +0.2 四国中央ＡＣ +0.2 四国中央ＡＣ +0.7 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.2 

女子 6/12 ２００ｍ 飛鷹   心暖 27.20 菊池 陽菜乃 28.18 袋田   菜月 30.82 岡田   洋子 34.54

四国中央ＡＣ -1.5 八幡浜ＡＣ -1.5 愛大附属高校 -1.5 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.5 

女子 6/12 ８００ｍ 村上   淑子 (視)  3:02.59

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

女子 6/12 １５００ｍ 藤原   由奈 (知)  5:11.83 村上   淑子 (視)  6:02.72 藤森   朝香  6:26.19

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 藤山アスリート

女子 6/12 走高跳 錦織   白合 1m25

今治特別支援学校

女子 6/12 走幅跳 宮崎   愛海 5m02 大西   海優 4m79 二宮 里梨彩 4m23 山口 真由美 3m45

愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.4 四国中央ＡＣ +0.2 八幡浜ＡＣ +0.4 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -0.8 

アンリミテッド 6/12 ４×１００ｍ 愛大附属高校 46.65 愛媛ＳＳ 46.86 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 48.79 松山聾学校  1:00.15

  河野   芯矢   大島   信也 (聴)   松田   佑弥 (知)   上田   悠人 (聴)

  寺岡   礼登   瀧本   啓太   吉丸   宗汰 (知)   久保   貴幸 (聴)

  高田   琉生   上田   耕士   宮内   順平 (知)   髙橋 宇理弥 (聴)

  渡邊   晴葵   松澤   孝二   岡田   和輝 (知)   浅木   玲音 (聴)

男子 6/12 砲丸投 佐伯   幸男 (視)   6m93

(7.260kg) 松山市

男子中学 6/12 砲丸投 成瀬     勇 (聴)   7m62

(5.000kg) 宇和中学校

女子高校 6/12 砲丸投 山中   咲季   7m65

(4.000kg) 愛大附属高校

男子 6/12 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 佐伯   幸男 (視)  36m44 菅原     快  27m36 成瀬     勇 (聴)  23m60

松山市 八幡浜ＡＣ 宇和中学校

女子高校 6/12 やり投 山中   咲季  19m42

(0.600kg) 愛大附属高校

※本大会は公認競技会ではないため記録の公認はされません。
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えひめ県陸上競技ミライ(未来)アスリート交流記録会 2022年6月12日(日)
決勝一覧表

愛媛県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

※本大会は公認競技会ではないため記録の公認はされません。

男子小学１年 6/12 １００ｍ 黒河　 大樹 (1) 19.42 藤岡　 悠人 (1) 19.98 池内　 隆晟 (1) 20.01 川口　 瑛友 (1) 21.01

B&Mキッズ +1.5 四国中央ＡＣ +1.5 M＆I +1.5 g-kidｓ +1.5 

男子小学２年 6/12 １００ｍ 大森 優太郎 (2) 19.08 大西　 優輝 (2) 19.09

enjoyrunning +0.3 B&Mキッズ +0.3 

男子小学３年 6/12 １００ｍ 松田　 理生 (3) 16.07 岩川　   丈 (3) 16.54 新田　   暖 (3) 16.62 藤岡　 弘輔 (3) 16.68 竹之下 春仁 (3) 17.17 池内　 康晟 (3) 17.24 松本　 心叶 (3) 17.96 鴨川     丈 (3) 20.44

B&Mキッズ +1.1 ＲＬクラブ +1.1 B&Mキッズ +1.1 八幡浜ＡＣ +1.1 しまなみJAC +1.1 M＆I +1.1 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.1 藤山アスリート +1.1 

男子小学４年 6/12 １００ｍ 久保　 夏騎 (4) 15.22 橘井　 達矢 (4) 16.03 岡本　 修矢 (4) 16.17 藤村　 快斗 (4) 16.24 山﨑　 葵海 (4) 16.33 石川　 裕太 (4) 16.65

しまなみJAC +2.2 八幡浜ＡＣ +2.2 桑の実クラブ +2.2 桑の実クラブ +2.2 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +2.2 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +2.2 

男子小学５・６年 6/12 １００ｍ 村上　   諒 (6) 13.73 森　   滉平 (6) 13.84 三浦   悠斗 (6) 13.89 阿部　 基輝 (5) 14.26 髙野　 宙翔 (6) 14.32 喜田　 陽真 (6) 14.46 天野　 冴綴 (6) 14.63 近藤　 天童 (6) 14.72

桑の実クラブ +1.0 吉田陸上クラブ +1.1 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +1.0 藤山アスリート +1.3 桑の実クラブ +1.3 四国中央ＡＣ +1.3 B&Mキッズ +1.1 桑の実クラブ +1.3 

男子小学１年 6/12 １０００ｍ 廣藤　 士紋 (1)  4:21.73 大本　   奏 (1)  4:42.41

Team７５５ 八幡浜ＡＣ

男子小学２年 6/12 １０００ｍ 菅原 那央斗 (2)  4:05.49 大塚　 景仁 (2)  4:57.59

藤山アスリート g-kidｓ

男子小学３年 6/12 １０００ｍ 松下 清士郎 (3)  3:49.99 久保　   善 (3)  3:58.69

しまなみJAC しまなみJAC

男子小学４年 6/12 １０００ｍ 鶴田　 勇心 (4)  3:26.10 藤本 承太郎 (4)  3:38.09 向井　 芽久 (4)  3:44.05 池田　 晶翔 (4)  3:50.67 大森 健太郎 (4)  4:02.94 宇都宮　 颯 (4)  4:03.56

愛媛ﾗﾝﾆﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 愛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ＬＩＲＵＮＡＣ 津島しらさぎ enjoyrunning 津島しらさぎ

男子小学５・６年 6/12 １０００ｍ 村上　 想磨 (5)  3:21.13 二宮　 海哩 (6)  3:22.83 矢野　 潤汰 (6)  3:27.03 菊川　 海音 (5)  3:28.47 豊嶋　 環太 (6)  3:32.07 大本　   嵐 (5)  3:35.71 廣藤　 巧人 (5)  3:37.21 田村     公 (6)  3:39.10

ＬＩＲＵＮＡＣ 愛媛ﾗﾝﾆﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 今治クラブ しまなみJAC しまなみJAC 八幡浜ＡＣ Team７５５ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC

男子小学 6/12 走幅跳 長野　 賢斗 (6) 3m91 堀内　 陽向 (6) 3m49 小池　 來生 (4) 3m16 田原   拓実 (6) 3m07

桑の実クラブ +2.1 B&Mキッズ +1.4 しまなみJAC +2.5 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +0.5 

男子小学 6/12 ソフトボール投 ｳｨｯｸﾘﾌ 無限 (6)  45m65 三好　 颯音 (6)  45m56 末光　 健人 (5)  42m33 和田　 直斗 (6)  30m99 井料　 慶明 (1)  15m81

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 桑の実クラブ g-kidｓ 桑の実クラブ g-kidｓ

女子小学２年 6/12 １００ｍ 村上  　 杏 (2) 18.11 藤堂　   彩 (2) 19.76 宮谷　 葉月 (2) 20.62

M＆I +0.3 八幡浜ＡＣ +0.3 藤山アスリート +0.3 

女子小学３年 6/12 １００ｍ 竹田   有里 (3) 17.30 石丸　 梨華 (3) 17.45 坂和 さくら (3) 17.90 吉良　 心晴 (3) 19.10

B&Mキッズ +0.2 B&Mキッズ +0.2 g-kidｓ +0.2 g-kidｓ +0.2 

女子小学４年 6/12 １００ｍ 宮中　 星七 (4) 15.40 15.43 久原 ひなた (4) 16.52 二宮　 羅夢 (4) 16.65 菊池　 絆那 (4) 17.81

八幡浜ＡＣ +1.6 八幡浜ＡＣ +1.6 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +1.6 八幡浜ＡＣ +1.6 八幡浜ＡＣ +1.6 

女子小学５・６年 6/12 １００ｍ 小枝　 涼杏 (6) 13.88 藤堂　   景 (6) 13.96 島部　 心優 (6) 14.22 東灘　   優 (5) 14.55 天崎　 結萌 (6) 14.57 白川　 月華 (6) 14.91 赤根　 愛深 (6) 15.00 武西 知菜月 (6) 15.28

四国中央ＡＣ +1.9 八幡浜ＡＣ +2.0 桑の実クラブ +1.4 八幡浜ＡＣ +2.0 B&Mキッズ +1.4 四国中央ＡＣ +1.4 桑の実クラブ +2.0 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +2.0 

女子小学２年 6/12 １０００ｍ 矢野　 葵花 (2)  4:22.22 渡邉 　百香 (2)  5:16.35

今治クラブ わたなべﾗﾝﾅｰｽﾞ

女子小学３年 6/12 １０００ｍ 鶴田　 梨心 (3)  3:59.14 野崎　 結菜 (3)  4:11.16 石﨑　 心晴 (3)  4:44.23

愛媛ﾗﾝﾆﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 藤山アスリート g-kidｓ

女子小学４年 6/12 １０００ｍ 井上　 知香 (4)  3:40.76 矢野　 華葵 (4)  3:42.64 谷本　 梨紗 (4)  3:56.40

津島しらさぎ 今治クラブ B&Mキッズ

女子小学５・６年 6/12 １０００ｍ 國廣　 美来 (6)  3:21.79 村山　 心海 (6)  3:24.71 宮岡   一叶 (6)  3:27.22 久保　 日鞠 (6)  3:29.01 平松　   翠 (6)  3:38.16 桑原   花歩 (5)  3:42.02 森　 美依奈 (5)  3:43.95 向井　 咲夏 (5)  3:53.99

今治クラブ 今治クラブ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC ＬＩＲＵＮＡＣ ＬＩＲＵＮＡＣ 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 八幡浜ＡＣ ＬＩＲＵＮＡＣ

女子小学 6/12 走幅跳 矢野   帆香 (6) 4m56 山口　 紗弥 (6) 4m03 新田 真奈美 (6) 3m62 山下　 瑞妃 (6) 3m41 渡邉　 京香 (5) 3m27 池田 依千花 (5) 3m24 此上   華菜 (5) 3m22 髙須賀 優希 (4) 2m95

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +1.3 桑の実クラブ +0.3 TEAMN +0.9 桑の実クラブ +1.1 桑の実クラブ +1.4 津島しらさぎ +1.9 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC +1.0 VIVID陸上ｸﾗﾌﾞ +3.2 

女子小学 6/12 ソフトボール投 山内   柚帆 (6)  38m60 黒河   美麗 (6)  29m06

愛顔のｼﾞｭﾆｱAC 愛顔のｼﾞｭﾆｱAC


