
松山中央公園
テニスコート

9：00～ 成年男子 静岡県 1回戦

F.B 山形県 1回戦

F.B 群馬県 2回戦

9：00～ 少年女子 和歌山県 1回戦

ホッケー
10月1日

しおさい公園 13：30～ 成年男子 岩手選抜 福井県 1回戦

バスケットボール
１０月１日

今治市営中央体育館 15：15～ 成年女子 岩手選抜 滋賀県 1回戦

9：30～ 成年男子 佐々木・越田 第１レース（Ａ海面）

9：37～ 少年男子 尾形・伊藤 第１レース（Ａ海面）

9:44～ 成年男子 佐藤　嘉記 第１レース（Ａ海面）

引き続き 成年男子 佐々木・越田 第２レース（Ａ海面）

引き続き 少年男子 尾形・伊藤 第２レース（Ａ海面）

引き続き 成年男子 佐藤　嘉記 第２レース（Ａ海面）

13：07～ 少年女子 田中・加藤 第１レース（Ａ海面）

引き続き 少年女子 田中・加藤 第２レース（Ａ海面）

9：40～ 成年男子 伊藤　茂夫 第１レース（Ｂ海面）

10：30～ 少年男子 堀合　光希 第１レース（Ｂ海面）

引き続き 少年男子 堀合　光希 第２レース（Ｂ海面）

13：10～ 成年男子 伊藤　茂夫 第２レース（Ｂ海面）

14：07～ 少年女子 伊東　瑞季 第１レース（Ｂ海面）

引き続き 少年女子 伊東　瑞季 第２レース（Ｂ海面）

8：30～ 少年男子 中野　慎詞 32 予選（スタート順30番）

成年男子 後藤　　悠 34 予選（スタート順33番）

10：00～ 女子 佐々木・高木 愛媛県 予選（１２組Ｂ）

男子 後藤・藤根・照井 東京都 予選（２０組Ｈ）

13：00～ 男子
伊藤・佐藤

・佐々木・糸井
長野県 予選（１６組Ｈ）

15：35～ 女子 高木　香帆 7組36人 1回戦（４組３）/７組

少年男子 佐藤　威吹 7組41人 1回戦（１組５）/７組

成年男子 照井　拓成 7組39人 1回戦（５組１）/７組

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級

ﾚｰｻﾞｰ級

420級

420級

国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級

ﾚｰｻﾞｰ級

470級

420級

セーリング
10月1日

新居浜マリーナ

470級

420級

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

笑顔つなぐえひめ国体　岩手県選手団出番表
【１０月１日】

競技名 会場 時間 種別 出場選手 対戦相手 備考種目

テニス
10月1日 愛媛総合運動公園

テニスコート

少年男子

自転車
１０月１日

松山中央公園
多目的競技場

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾁｰﾑ・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

4㎞ﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ケイリン

ケイリン

ケイリン



笑顔つなぐえひめ国体　岩手県選手団出番表
【１０月１日】

競技名 会場 時間 種別 出場選手 対戦相手 備考種目

11：30～ 少年男子 岩手選抜 千葉県 ２回戦

11：30～ 成年女子 岩手選抜 高知県
１次リーグ
Ｈグループ

16：30～ 成年男子 岩手選抜 愛知県
１次リーグ
Ａグループ

9：00～ 藤野・佐々木・千田 山口県・宮崎県
１回戦・・・２上がり
（第１プール）

藤野・佐々木・千田
２回戦・・・２上がり？
（第　プール）

9：00～ 16名

14：40～ ファイナル

12：35～ 47名

16：20～ ファイナル

15：30～ 埼玉県 １回戦

17：10～ 佐賀県-福井県 ２回戦

18：00～
神奈川-高知
宮崎-兵庫

準決勝

18：35～ 決　勝・３位決定戦

9：00～ 成年男子 昆脩太、山内響 予選（スタート順５番）

9：00～ 少年男子 中島大智、石嶋魁人 予選（スタート順１３番）

12：20～ 少年女子 田中里旺、伊藤ふたば 予選（スタート順９番）

15：30～ 少年男子 中島大智、石嶋魁人 決　　勝

10：07～ 成年男子 K-1（500） 近村　健太 レース２（３組２４名) 予選２組（３番レーン）

13：24～ 少年女子 JWK-1（500） 菊池　夏生 レース１４(４組２８名) 予選２組（８番レーン）

13：52～ 少年男子 JC-1(500） 吉田　俊吾 レース１８(４組２８名) 予選２組(３番レーン）

9：30～ 佐藤　真
第1ラウンド（B面）
4組（ゼッケン22番）

11：30～ 中舘　廣一
第1ラウンド（B面）
12組（ゼッケン69番）

13：30～ 千葉　道徳
第1ラウンド（B面）

20組（ゼッケン116番）

15：30～ 佐藤　真
第2ラウンド（A面）
4組（ゼッケン22番）

10：30～ 西川　良幸
第1ラウンド（B面）
6組（ゼッケン29番）

12：00～ 佐藤　一将
第1ラウンド（B面）
12組（ゼッケン61番）

13：30～ 武内　重人
第1ラウンド（B面）
18組（ゼッケン93番）

15：00～ 西川　良幸
第2ラウンド（A面）
6組（ゼッケン29番）

卓球
10月1日

フェンシング
10月1日

伊予三島
運動公園体育館

成年男子 フルーレ

宇和島市総合体育
館

剣道
10月1日

愛媛県武道館 成年女子 岩手選抜

山岳
10月1日

西条西部体育館
ボルダリング競技場

ボルダリング

リード

カヌー
１０月１日

鹿野川湖
特設カヌー競技場

SP

クレー射撃
１０月１日

ミクロ高知射撃場

トラップ競技

スキート

ライフル射撃
１０月１日

内子町城の台公園
特設ﾗｲﾌﾙ射撃場

成年女子 10mAP40W 佐々木　千鶴 1-19(5までなし)

成年男子 10ｍS60M 沼崎　　拳 2-11



笑顔つなぐえひめ国体　岩手県選手団出番表
【１０月１日】

競技名 会場 時間 種別 出場選手 対戦相手 備考種目

10:30～ 山火・佐々木 青森 1回戦

10：51～ 山火・佐々木 長崎 2回戦

11：25～ 山火・佐々木 和歌山・京都 3回戦

11：38～ 山火・佐々木 準々決勝

11：45～ 山火・佐々木 順位決定予備戦

11：49～ 山火・佐々木 5･7位決定戦

11：53～ 山火・佐々木 準決勝

11:57～ 山火・佐々木 3位決定戦

12:03～ 山火・佐々木 決勝

13：00～ 岩手選抜 奈良 1回戦・8試合目

15：00～ 岩手選抜 兵庫・愛媛 2回戦・4試合目

16：01～ 岩手選抜 準々決勝

16：34～ 岩手選抜 順位決定予備戦

16：52～ 岩手選抜 5･7位決定戦

阿部　航希 予選（前半）４２－２

千田　祐太 予選（前半）２３－２

菅原　要子 予選（前半）３３－２

菅原　里江 予選（前半）１０－２

鈴木　ゆかり 予選（前半）５－１

小笠原　由美子 予選（前半）２３－１

吉田　拓未 予選（前半）３０－３

佐藤　信也 予選（前半）１４－１

菊池　史和 予選（前半）４－３

木村　　聡 予選（前半）３６－３

阿部　航希 予選（後半）７－１

千田　祐太 予選（後半）１０－１

少年女子 試合

個人戦

個人戦

なぎなた
10月1日

松山市総合
コミュニティーセン

ター
体育館

少年女子 演技

個人戦

個人戦

ボウリング
10月1日

キスケボウル

10：15～
12：25

少年男子

個人戦

個人戦

12：35～ 成年女子

個人戦

17：45～
19：55

少年男子

個人戦

個人戦

個人戦

個人戦

14：55～ 成年男子

個人戦


