
  平成２１年度東北中学校体育大会成績（岩手県選手入賞者） 

岩手県中学校体育連盟 
 

◆第３０回東北中学校陸上競技大会      

８月８日（土）～１０日（月） 

宮城県利府町：宮城スタジアム      

【男子】 １年１００ｍ    笠井 陽介（釜石）            １２“４０   第５位 
３年１００ｍ    佐藤 武瑠（西南）            １１“３１   優 勝 

               千田  良（水沢）            １１“４３   第４位 
               福田  魁（見前南）           １１“４６   第５位 
     共通４００ｍ    岩渕 隼也（有住）            ５２“１２   第２位 
     共通８００ｍ    畠山 泰成（綾里）          ２‘０１“２５   優 勝 
               高橋  悠（川崎）          ２‘０２“８１   第２位 
     ２・３年１５００ｍ 菊池 巧太（遠野）          ４‘１５“８４   第３位 

          昆   充（山田）          ４‘１７“４２   第８位 
共通３０００ｍ   小野 隼太（黒石野）         ９‘１１“０６   第３位 
          照井 明人（北上）          ９‘１４“７２   第７位 
共通１１０ｍＨ   佐々木尚紀（滝沢二）           １５“３４   第３位 
          坂本  景（上田）            １５“５２   第６位 
低学年４００ｍＲ  矢巾（久慈・佐藤・戸塚・山本）      ４８“７１   第５位 
          石鳥谷（鎌田将・熊谷・高橋・鎌田凌）   ４９“３４   第８位 
共通走高跳び    栃沢  遥（下小路）            １ｍ８３   第２位 
          中山  健（見前南）            １ｍ８０   第４位 

     共通棒高跳び    高橋 拓実（北上）             ３ｍ６０   第５位 
共通走幅跳び    大洞 亮輔（新里）             ６ｍ５０   優 勝 
          川村 乾太（田老一）            ６ｍ４６   第２位 
共通砲丸投     宍戸貫太郎（江刺南）           １２ｍ６１   第４位 

【女子】 学校対抗      見前中学校                  １６点   第２位 
１年１００ｍ    船越 玲奈（大宮）            １３“３２   第２位 

     ２年１００ｍ    土橋 智花（見前）            １２“６９   優 勝 
３年１００ｍ    宮澤 香帆（花巻）            １２“６６   第４位 

     共通２００ｍ    熊谷 晴菜（下小路）           ２５“９６   第２位 
          小山 琴海（北陵）            ２７“１７   第６位 
２・３年１５００ｍ 三浦 紗知（滝沢南）         ４‘４５“２７   第２位 
共通１００ｍＨ   村上  笑（一関）            １５“０４   第４位 
          荒川 沙絵（岩大附属）          １５“４３   第６位 
低学年４００ｍＲ  岩大附属中（上浜・荒川・佐藤・菊池）   ５２“０５   優 勝 
共通４００ｍＲ   見前中（島内・土橋・小野寺・千葉）    ５０“０４   優 勝 
          見前南中（中村・藤澤・鈴木・星）     ５１“２７   第３位 
共通走高跳び    澤村  光（遠野）             １ｍ５４   優 勝 
          觸澤 優子（松園）             １ｍ５１   第４位 
          今野 杏菜（有住）             １ｍ４８   第７位 

     共通走幅跳び    鈴木美菜子（川崎）             ５ｍ４０   優 勝 
               髙橋 真琴（江釣子）            ５ｍ１８   第４位 

共通砲丸投     後藤 結衣（川崎）            １１ｍ５８   第７位 
          佐藤 美咲（有住）            １１ｍ５１   第８位 
共通四種競技    稲田 杏奈（江刺南）           ２２８６点   第５位 
 



◆第４１回東北中学校水泳競技大会       

８月８日（土）～１０日（月） 

秋田県秋田市：秋田県立総合プール   

【男子】 １００ｍ背泳ぎ   陣ヶ岡 胤（紫波一）         １‘００“０３  優 勝（大会新） 

                                              （県中新） 

     ２００ｍ背泳ぎ   陣ヶ岡 胤（紫波一）         ２‘０８“５３  優 勝（大会新） 

                                        （県中新）（東北中新） 

     １００ｍ自由形   阿部 悠太（雫石）            ５６“０７  第５位 

     ２００ｍ自由形   阿部 悠太（雫石）          ２‘００“０４  第３位 

               三浦 拓真（江刺一）         ２‘０２“６０  第８位 

     １００ｍ平泳ぎ   蛇口  玲（見前）          １‘０８“９０  第７位 

     ２００ｍ平泳ぎ   蛇口  玲（見前）          ２‘２４“７０  第６位（県中新） 

     ４００ｍ自由形   三浦 拓真（江刺一）         ４‘１７“７４  第７位 

     １５００ｍ自由形  佐藤慎二郎（北陵）         １７‘３７“３９  第８位 

     ２００ｍ個人Ｍ   藤村 優太（大宮）          ２‘１８“６５  第７位 

【女子】 学校対抗      花巻中学校              ４３点      第２位 

２００ｍ自由形   菅原  碧（花巻）          ２‘０５“６８  優 勝（県新） 

                                              （大会新） 

     １００ｍ自由形   菅原  碧（花巻）            ５８“０７  優 勝（大会新） 

     １００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）         １‘１５“８１  第７位 

     ２００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）         ２‘３９“７４  第２位 

                                   （予選の２‘３９“１８が県中新） 

４００ｍリレー   花巻中（戸田・熊坂・菅原・佐藤）   ４‘０９“３１  第２位（県中新） 

４００ｍＭリレー  釜石中（松岡・及川・石川・照井）   ４‘３２“３６  第３位 

２００ｍバタフライ 石川 舞花（釜石）          ２‘２４“７６  第７位 

４００ｍ自由形   熊坂 衣真（花巻）          ４‘３０“２２  第３位（県中新） 

８００ｍ自由形   熊坂 衣真（花巻）          ９‘１５“４１  第２位（県中新） 

２００ｍ背泳ぎ   斎藤 理菜（厨川）          ２‘２４“４５  第４位 

 

 

 

◆第３９回東北中学校バスケットボール大会   

８月７日（金）～９日（日）     

秋田県大館市：大館市樹海体育館   

【女子】 盛岡白百合学園中学校  

予選グループ戦       ○ ７５－４８ 浅 川（福島） 

              ○ ８０－７３ 角 館（秋田）    

決勝トーナメント  準決勝 ○ ７４－５８ 鶴岡一（山形）     

                決 勝 ● ５４－８０ 鶴岡二（山形）         準優勝 

 



◆第３８回東北中学校ハンドボール大会   

８月７日（金）～９日（日） 

山形県東根市：東根市民体育館 

【男子】 花巻北中学校    ２回戦 ○３２－２５ 湯沢北（秋田） 
               準決勝 ○３１－２８ 信 夫（福島） 
               決 勝 ●２２－３４ 郡山一（福島）          準優勝 
【女子】 松園中学校     ２回戦 ○２７－１４ 行 健（福島） 
               準決勝 ○１４－１３ 羽 後（秋田） 

決 勝 ○２６－１８ 矢巾北（岩手）          優 勝 
     矢巾北中学校    １回戦 ○２３－１４ 中 田（宮城） 
               ２回戦 ○３３－１３ 東根一（山形） 
               準決勝 ○２４－２２ 花 巻（岩手）  

決 勝 ●１８－２６ 松 園（岩手）          準優勝 
     花巻中学校     １回戦 ○３７－２５ 湯沢南（秋田） 
               ２回戦 ○３１－１７ 川 俣（福島） 

準決勝 ●２２－２４ 矢巾北（岩手）          第３位 
 

 

 

◆第３８回東北中学校体操・新体操選手権大会 

体操競技 ８月７日（金）～９日（日） 

福島県福島市：県営あづま総合体育館 

新体操  ８月８日（土）～１０日（月） 

                         福島県福島市：福島市国体記念体育館   

＜体操競技＞  
【男子】 北陵中学校     団体総合（村野井・穴久保・田村）  １５７．１５０点   第２位 
     個人総合        渡邊 洸大（水沢南）       ７３．６００点   第５位 
     種目別  ゆか     田村 仁志（北陵）        １８．２００点   第４位 
                 渡邊 洸大（水沢南）       １８．１００点   第６位 
                 小本 大地（宮古河南）      １８．１００点   第６位 
          鞍馬     小本 大地（宮古河南）      １８．４００点   第５位 
          跳馬     田村 仁志（北陵）        １８．６５０点   第４位 
                 渡邊 洸大（水沢南）       １８．６００点   第５位 
          鉄棒     渡邊 洸大（水沢南）       １９．２５０点   第２位 
【女子】 山目中学校     団体総合（沼倉・千葉・村上）    １０３．７００点   第２位 

個人総合        沼倉 明香（山目）        ５０．５００点   第４位 
            千葉 香純（山目）        ４９．２５０点   第６位 

     種目別  跳馬     千葉 香純（山目）        １３．７００点   優 勝 
        沼倉 明香（山目）        １３．４５０点   第３位 
 段違い平行棒 千葉 香純（山目）        １２．０００点   第５位 
 平均台    沼倉 明香（山目）        １３．１００点   第４位 

          ゆか     千葉 香純（山目）        １２．５５０点   第５位 
＜新体操競技＞ 
【男子】 滝沢南中学校    団体総合   １７．１５０                優 勝 
 



◆第３９回東北中学校バレーボール大会 

８月４日（火）～６日（木） 

福島県いわき市：いわき市立総合体育館      

【女子】 雫石中学校     ２回戦 ○ ２－１  土 崎（秋田） 

               ３回戦 ○ ２－０  郡山二（福島） 

               準決勝 ● ０－２  金 井（山形）          第３位 

 

 

 

◆第３７回東北中学校ソフトテニス大会 

８月８日（土）～１０日（月） 

山形県山形市：山形市総合スポーツセンター   

【男子】 団体戦  

萩荘中学校     １回戦  ○ ３－０ 弘前大附属（青森） 

準々決勝 ○ ２－１ 陵 南（山形） 

準決勝  ○ ２－１ 大館一（秋田）  

決 勝  ○ ２－１ 鶴岡一（山形）           優 勝 

     見前中学校     １回戦  ○ ３－０ 仙 北（秋田） 

               準々決勝 ○ ２－１ 東北学院（宮城） 

               準決勝  ● １－２ 鶴岡一（山形）           第３位 

     個人戦 

     江原・伊藤（萩荘中学校） 

     ２回戦  ○ ４－０ 鏡・横山（山形・鶴岡三）  

               ３回戦  ○ ４－２ 廣瀬・田中（宮城・長町） 

               準々決勝 ○ ４－１ 加藤・伊藤（秋田・南外） 

               準決勝  ● ３－４ 岩澤・因幡（秋田・大館一）     第３位 

【女子】 団体戦  

江釣子中学校    準々決勝 ○ ２－１ 郡山二（福島） 

          準決勝  ○ ２－０ 山形二（山形） 

決 勝  ● ０－２ 鶴岡一（山形）           準優勝 

     個人戦 

     内藤・佐々木（江釣子中学校） 

     ２回戦  ○ ４－１ 加藤・後藤（福島・郡山二） 

               ３回戦  ○ ４－３ 植津・髙橋（宮城・東華） 

準々決勝 ○ ４－１ 吉田・佐藤（福島・原町三） 

               準決勝  ● ３－４ 日向・佐藤（山形・鶴岡一）     第３位 
 

 

 

 

 



◆第３９回東北中学校卓球大会 

８月８日（土）～１０日（月）         

青森県青森市：新青森県総合運動公園（青い森アリーナ） 

【男子】 団体戦  

猿沢中学校     １回戦  ○ ３－０ 中新田（宮城） 

準決勝  ● １－３ 郡山二（福島）  

３位決定戦○ ３－２ 青森西（青森）           第３位 

     個人戦 

     大槻 丈瑛（猿沢中学校） 

               １回戦  ○ ２－０ 左右田（山形・長井北） 

     ２回戦  ○ ２－１ 下山（青森・青森山田） 

               ３回戦  ○ ２－０ 佐藤（宮城・高砂） 

              準々決勝  ● ０－２ 野澤（青森・青森山田）  ベスト８（全国大会出場）  

【女子】 個人戦 

     滝浦 華奈（石鳥谷中学校） 

               １回戦  ○ ２－１ 及川（宮城・宮床） 

     ２回戦  ○ ２－１ 工藤（秋田・城南） 

               ３回戦  ● １－２ 八島（福島・桜の聖母） 

      全国大会出場決定戦１回戦  ○ ２－１ 平山（青森・青森山田）  

               ２回戦  ○ ２－１ 邊見（宮城・万石浦）        全国大会出場 

 

 

 

◆第２２回（男子）・第３６回東北中学校女子ソフトボール大会 

８月７日（金）～９日（日） 

青森県東北町：東北町南総合運動公園     

【男子】 金ケ崎中学校    ２回戦 ○ １３－１２ 古川東（宮城） ８回タイブレーカー 

               準決勝 ●  ２－１３ 本荘東（秋田）         第３位 

  

 

 

◆第３２回東北中学校柔道大会     

８月７日（金）～９日（日） 

岩手県盛岡市：岩手県営武道館       

【男子】 団体 江釣子中学校  予選リーグ  ２勝 

              決勝トーナメント １回戦 ○②－２ 小名浜一（福島） 

                       準決勝 ●０－３ 筒 井（青森）     第３位 

個人 90kg 級 佐々木 成（北 陵） ２回戦 ○鈴 木（宮城） 

                       ３回戦 ○（山形） 

                       準決勝 ○藤 原（秋田） 

                       決 勝 ○平 舘（岩手）         優 勝 



【女子】 個人 44kg 級 佐々木楓芙紀（野田） 予選リーグ ２勝 

準決勝 ○新 谷（青森） 

決 勝 ●吉 田（宮城）        準優勝 

        70kg 級 江苅内美咲（見前南） 予選リーグ ２勝 

 準決勝 ●藤 井（山形）        第３位 

       70kg 超級 村上 実希（高田一） 予選リーグ ２勝 

                       準決勝 ○志 賀（福島） 

                       決 勝 ○木 村（山形）        優 勝 

 

 

 

◆第３３回東北中学校剣道大会 

８月４日（火）～４日（木）  

福島県白河市：白河市立中央体育館  

【男子】 個人戦  坂本 隆磨（軽 米）  ２回戦 ○メメ－  紅 谷（福島・白河中央） 

                      ３回戦 ○コ－   本 間（青森・沖館） 

                      準々決勝○メ－   新 妻（福島・平一） 

 準決勝 ○メ－   古 井（秋田・土崎） 

             決 勝 ○ドメ－コ 佐々木（青森・大間）   優 勝  

     団体戦 

軽米中学校   予選リーグ戦   １勝１分 

             決勝トーナメント 準々決勝 ●１－２  沖館（青森） 

 

【女子】 個人戦  岡﨑 千尋（滝 沢）  ２回戦 ○メ－   佐々木（秋田・山王） 

                      ３回戦 ○ココ－メ 白 石（福島・平一） 

                      準々決勝○メ－   松 下（秋田・天王） 

 準決勝 ●－メコ  大 場（山形・山形四）  第３位 

 

 

 

◆第３０回東北中学校相撲大会 

８月４日（火）～５日（水）       

山形県鶴岡市：鶴岡市小真木原相撲場 

【男子】 団体戦 

浄法寺中学校 予選リーグ   ３勝０敗  

       決勝トーナメント  

  １回戦  ○ ３－０  酒田四（山形） 

               準々決勝 ● １－２  仙 南（秋田） 

大槌中学校  予選リーグ   ２勝１敗  

       決勝トーナメント  



  １回戦  ● １－２  十和田（青森） 

 

 個人戦 ２学年 斉藤  学（浄法寺） 

           準決勝  ○ よりたおし 安 田（秋田・井川） 

 決 勝  ● よりたおし 新 保（青森・鰺ヶ沢一）  準優勝   

 
 

◆第１８回東北中学生ホッケー大会 
７月３１日（金）～８月２日（日） 

宮城県栗原市：築館ホッケー場    

【男子】 一方井中学校    予選リーグ戦       ○３－０ 棚 倉（福島） 

                            △０－０ 一 迫（宮城） 

       ○３－１ 高 瀬（秋田） 

             ○５－０ 川西一（山形） 

決勝トーナメント １回戦 ○９－０ 玉 庭（山形） 

         準決勝 ●１－６ 川 口（岩手) 

         ３決戦 ○４－１ 羽 後（秋田）    第３位 

 川口中学校     予選リーグ戦       ○２－０ 築 館（宮城） 

                            ○11－０ 堀 口（青森） 

       ○４－０ 羽 後（秋田） 

             ○12－０ 玉 庭（山形） 

決勝トーナメント １回戦 ○５－１ 高 瀬（秋田） 

         準決勝 ○６－１ 一方井（岩手） 

         決 勝 ○２－１ 一 迫（宮城）    優 勝 

（12 年ぶり５度目） 

 

 

【女子】 一方井中学校    予選リーグ戦       ○７－０ 一 迫（宮城） 

                      ○４－０ 玉 庭（山形） 

                            △１－１ 棚 倉（福島） 

決勝トーナメント １回戦 ○９－０ 高瀬・羽後（秋田） 

        準決勝 ○４－０ 棚 倉（福島）  

        決 勝 ○２－０ 玉 庭（山形）    優 勝 

（３年連続３度目） 

     川口中学校     予選リーグ戦       △０－０ 築 館（宮城） 

                            ○３－１ 川西二（山形） 

○４－１ 高瀬・羽後（秋田） 

決勝トーナメント １回戦 ●０－０ 棚 倉（福島） 

           （ＰＳ１－２） 

       5・6 決戦 ○４－１ 高瀬・羽後（秋田）   第５位 
 



◆第２５回東北中学校男子・第１９回東北中学校女子駅伝競走大会 

                          １０月３０日（金）～３１日（土） 

青森県東北町：東北町北総合運動公園陸上競技場 

【男子】 宮古第一中学校 （中沢・三上・琴畑・佐々木・小川・吉田） ５９分３０秒    第１位 

    区間賞  １区（３．２ｋｍ） 照井 明人（北 上）      ９分３８秒    第１位 

         ４区（３．１ｋｍ） 佐々木裕司（宮古一）      ９分３２秒    第１位 

         ６区（３．１ｋｍ） 吉田 圭佑（宮古一）      ９分５０秒    第１位 

 

【女子】 山田中学校   （福士・西舘・佐々木・千代川・上澤）   ４６分３９秒    第３位 

      
 

 

◆第３１回東北中学校スケート・アイスホッケー競技大会 

 
《スピードスケート競技》                       １２月２１日（月）～２３日（水） 

青森県八戸市：長根公園スケートリンク 
 

【男子】 １５００ｍ   杉山 裕一
やすとも

（滝沢二）  ２分１６秒１６            第１位 

     ３０００ｍ   杉山 裕一（滝沢二）  ４分５１秒２６            第２位 

             高橋  諒（黒石野）  ５分１４秒９１            第６位 

     ５０００ｍ   高橋  諒（黒石野）  ９分２５秒９１            第４位 

【女子】  ５００ｍ   牛抱 結佳（滝沢南）    ４９秒２４            第２位 

             石山 美咲（滝 沢）    ５４秒１０            第６位 

     １０００ｍ   牛抱 結佳（滝沢南）  １分４３秒３５            第１位 

             石山 美咲（滝 沢）  １分５８秒２６            第６位 

     １５００ｍ   沼下 樹帆（滝沢二）  ３分０８秒８５            第４位 

 

 

 

《フィギュアスケート競技》                             １２月１２日（土） 

青森県三沢市：三沢アイスアリーナ 

【男子】 Ａクラス    佐藤 洸彬（城 西）    ４１．４１点        第１位（出場１人） 

 Ｂクラス    柴田 悠河（岩大附属）   ２４．７４点        第３位 

【女子】 Ｂクラス    高橋  悠（仙 北）    ３７．３６点        第１位 

             柴田 可凜（岩大附属）   ２７．１８点        第４位 

 

《アイスホッケー競技》                        １２月２４日（木）～２５日（金） 

福島県郡山市：磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場 

【男子】 １回戦        岩手県選抜   ○ ４－３  三沢合同 

準決勝        岩手県選抜   ● １－４  宮城県選抜         第３位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆第４６回東北中学校スキー大会 

アルペン・クロスカントリー：１月２７日（水）～２９日（金）     

福島県猪苗代町：猪苗代スキー場（アルペン）         

昭和の森クロスカントリーコース（クロカン）          

ジャンプ・ノルディックコンバインド：１月１５日（金）～１６日（土） 

                  岩手県八幡平市：矢神飛躍台（ジャンプ） 

                      田山クロスカントリーコース（コンバインドクロスカントリー） 

【男子】 ジャイアントスラローム    山本 拓実（西根）     ２分１６秒９６    第６位 
                              （①１分０４秒３６，②１分１２秒６０） 

スラローム          齊藤  優（松尾）     １分５８秒５３    第５位 
                         （①５５秒２２，②１分０３秒３１） 

     クロスカントリーリレー    雫石中学校（村田、藤本、橋本、村上） 
                              １時間０３分１９秒６     第４位 
                    安代中学校（川野、小山田、種市、立花） 

   １時間０５分３９秒９     第６位 
     ノルディックコンバインド   小林 陵侑（松尾）     ２２９．２点     第５位 

飛躍９７．０点② 距離１６分４２秒６⑨   
【女子】 ジャイアントスラローム    浅水 洸佳（九戸）     ２分２０秒６２    第８位 
                              （①１分０５秒２６，②１分１５秒３６） 

スラローム          袖林 瑠依（雫石）     ２分０５秒８９    第８位 
                         （①１分００秒９９，②１分０４秒９０） 

     クロスカントリーフリー    田中ゆかり（沢内）     ８分４３秒３     第１位 
                    伊藤 美佳（湯本）     ９分４６秒６     第５位 
                    土屋 正恵（安代）     ９分５１秒４     第７位 
     クロスカントリーリレー    奥中山中学校（中嶌、前野、高橋） 

３４分２５秒７     第３位 
                    湯本中学校（伊藤智、伊藤美、小田島） 
                                 ３５分０３秒１     第５位 
     クロスカントリークラシカル  田中ゆかり（沢内）    １０分０７秒６     第１位 
【共通】 スペシャルジャンプ      小林 陵侑（松尾）  ①５９．５ｍ②５２．０ｍ  第１位 
                    小林 諭果（松尾）  ①４７．０ｍ②４７．５ｍ  第６位 
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