
 
 

平成２３年度東北中学校体育大会成績（入賞分） 
岩手県中学校体育連盟 

 

◆第３２回東北中学校陸上競技大会      

８月８日（月）～１０日（水） 

秋田県大館市：大館市長根山運動公園陸上競技場 

【男子】 １年１００ｍ    伊藤 航太（花巻）            １２“４２   第５位 
     ３年１００ｍ    斎藤 和真（城西）            １１“５７   第７位 

共通２００ｍ    山村  周（上田）            ２３“６１   第８位 
     共通８００ｍ    村上  諄（上田）          ２‘０２“３７   第４位 
     １年１５００ｍ   小袖 英人（三崎）          ４‘３３“３８   第５位 

共通３０００ｍ   阿部飛雄馬（滝沢二）         ８‘５４“８９   第２位 
          熊谷 比呂（北上）          ８‘５８“２２   第３位 
共通１１０ｍＨ   宮本 雄太（見前南）           １５“４９   第５位 
低学年４００ｍＲ  石鳥谷（成田・八重樫・菅原・鎌田）    ４７“９１   第５位 
共通４００ｍＲ   見前南（福田・田代・最上・大水）     ４４“７８   第２位 
          城西（阿部・斎藤・立花・山本）      ４４“９６   第３位 
共通走高跳び    佐藤  愁（矢巾）             １ｍ８３   第２位 
          植田恵ルイ（水沢）             １ｍ８０   第４位 
共通走幅跳び    金野  晃（大東）             ６ｍ２３   第８位 
共通棒高跳び    熊谷 真倫（下小路）            ３ｍ８０   第４位 
共通砲丸投     千葉 裕太（川崎）            １３ｍ１７   第２位 
          菊池  樹（大原）            １２ｍ７４   第３位 
共通四種競技    古舘 幸太（水沢南）           ２２０７点   第４位 

【女子】 学校対抗      岩手大学教育学部附属中学校          １３点   第２位 
               見前中学校                   ９点   第６位 

１年１００ｍ    佐々木双葉（北陵）            １３“５３   第７位 
２年１００ｍ    田子 柚乃（花巻）            １３“２５   第８位 

     ３年１００ｍ    石母田 歩（岩大附属）          １２“６６   第３位 
               那須 千春（大東）            １３“１５   第８位 
     共通２００ｍ    高橋 理紗（見前）            ２５“９６   第２位 

          船越 玲奈（大宮）            ２６“１６   第３位 
共通１００ｍＨ   佐々木 天（崎山）            １５“１３   第３位 
低学年４００ｍＲ  北陵（鈴木・佐々木・澤瀬・栁村）     ５３“９１   第７位 
共通４００ｍＲ   岩大附属（上浜・石母田・菊池・中田）   ５０“５９   第２位 
          見前南（藤沢・西村・小野寺・中村）    ５１“３２   第６位 
          見前（芋田・高橋・白幡・西）       ５１“５２   第７位 
共通走高跳び    近藤  颯（仙北）             １ｍ５１   第７位 

     共通走幅跳び    坂下 怜央（花巻）             ５ｍ１６   第５位 
               千葉 有紗（上田）             ５ｍ１３   第６位 

共通四種競技    川戸 志保（北陵）            ２２１６点   第８位 
 

 

◆第４３回東北中学校水泳競技大会       

８月５日（金）～７日（日） 

青森県八戸市：八戸市民プール      

【男子】 学校対抗      高田第一中学校            １６点      第６位 
               山目中学校              １６点      第６位 
     ５０ｍ自由形    畠山 和也（高田一）           ２５“８５  優 勝 
               向中野元気（大宮）            ２６“１６  第７位 



     １００ｍ自由形   向中野元気（大宮）            ５５“８６  第２位 
     １００ｍ平泳ぎ   川村 海斗（飯岡）          １‘０９“４６  第５位 
               鈴木 廉矢（和賀東）         １‘０９“５９  第７位 
     ２００ｍ平泳ぎ   中野  駿（上田）          ２‘２８“４８  第４位 
               鈴木 廉矢（和賀東）         ２‘２９“４３  第６位 
               川村 海斗（飯岡）          ２‘３０“７２  第８位 
     ２００ｍ背泳ぎ   齊藤 優斗（東水沢）         ２‘２０“８６  第８位 
     ４００ｍ自由形   小松代和磨（山目）          ４‘１０“５７  優 勝（県中新） 
     １００ｍバタフライ 畠山 和也（高田一）           ５８“４２  優 勝 
               吉田  考（大船渡一）          ５８“４８  第２位 
     ２００ｍバタフライ 吉田  考（大船渡一）        ２‘０８“２４  優 勝（県中新） 
     ４００ｍ個人Ｍ   小松代和磨（山目）          ４‘４１“２１  優 勝（県中新） 
               田沼 雅崇（滝沢南）         ５‘００“８１  第８位 
【女子】 学校対抗      大宮中学校              ４７点      第３位 
               下小路中学校             ２６点      第５位 
     １００ｍ自由形   星  菜々（大宮）          １‘００“７１  第４位 
     ２００ｍ自由形   星  菜々（大宮）          ２‘１０“０９  第２位 
     １００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）         １‘１４“９９  第２位 
     ２００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）         ２‘３７“１８  第２位 

１００ｍ背泳ぎ   伊藤 海羽（北上・南）        １‘０８“０２  第６位 
１００ｍバタフライ 朴澤和花子（東水沢）         １‘０６“０９  第３位 
          工藤 瑞季（大宮）          １‘０６“２３  第４位 
２００ｍバタフライ 工藤 瑞季（大宮）          ２‘２２“４１  優 勝 
          朴澤和花子（東水沢）         ２‘２５“６３  第６位 
２００ｍ個人Ｍ   戸田 瑠衣（花巻）          ２‘２７“８８  第４位 
４００ｍ個人Ｍ   戸田 瑠衣（花巻）          ５‘１５“８５  第５位 
４００ｍリレー   大宮中（工藤・吉田・高橋・星）    ４‘１４“４１  第４位 
４００ｍＭリレー  大宮中（高橋・山田・工藤・星）    ４‘４０“９４  第３位 

        下小路中（東條・槍澤・米内・坂本）  ４‘４０“９４  第３位 
        北上南中（伊藤・小笠原・菊池・千葉） ４‘４２“０３  第５位 

 

 

◆第４１回東北中学校バスケットボール大会   

８月８日（月）～１０日（水） 

秋田県能代市：琴丘総合体育館 

        三種町：二ツ井町総合体育館 

【男子】 一関中学校     予選リーグＣブロック ２勝（福島・信陵 宮城・東北学院） 
               準決勝   ●５５－７２ 津 軽（青森）        第３位 
 

 

◆第３２回東北中学校サッカー大会   

８月４日（木）～６日（土） 

山形県酒田市：飯森山公園多目的グラウンド 

            酒田市研修センターグランド 

【男子】 遠野中学校     １回戦   ○１－１ 本荘北（秋田） 
                   （ＰＫ４－２） 
               準々決勝  ○１－１ 郡山二（福島） 
                   （ＰＫ５－３）  
               準決勝   ●０－４ 東北学院中（宮城）        第３位 
               代表決定戦 ○３－２ 鶴岡一（山形）       全国大会出場 

  

 



◆第４０回東北中学校ハンドボール大会   

８月２日（火）～４日（木） 

秋田県湯沢市：湯沢市総合体育館 

        羽後町：羽後町総合体育館 

【男子】 矢巾中学校     ２回戦  ○２８－２５ 郡山一（福島） 
               準決勝  ○３０－２０ 湯沢北（秋田） 
               決 勝  ○３７－２１ 信 夫（福島）          優 勝 
                                         全国大会出場 
【女子】 矢巾北中学校    １回戦  ○４９－２２ 野辺地（青森） 
               ２回戦  ○３０－１５ 中 田（宮城） 

準決勝  ○２７－２３ 羽 後（秋田） 
決 勝  ●２２－２５ 郡山一（福島）          準優勝 

     厨川中学校     ２回戦  ○３１－１６ 湯沢南（秋田） 
               準決勝  ●１６－２１ 郡山一（福島）          第３位 

 

 

◆第４０回若鷲旗争奪東北中学校野球大会   

８月８日（月）～１０日（水） 

山形県米沢市：米沢市営野球場 

   南陽市：南陽市向山公園野球場 

        高畠町：高畠町野球場 

【男子】 雫石中学校     １回戦   ○ ８－２  鶴 田（青森） 
               準々決勝  ○ ４－１  酒田四（山形） 

準決勝   ● ３－６  羽 城（秋田）          第３位 
代表決定戦 ● ０－９  平賀東（青森）       

  

 

◆第４０回東北中学校体操競技・新体操選手権大会 

体操競技 ８月１日（月）～３日（水） 

新体操  ８月３日（水）～５日（金） 

                          秋田県秋田市：秋田県立体育館 

＜体操競技＞  
【男子】 北陵中学校  団体総合（和田・伊藤・佐藤・菊池）     １４８．１００点   第４位 
     山目中学校  団体総合（阿部・木村・関本・佐々木）    １４４．９００点   第５位 
     個人総合        菅原 大地（水沢南）       ７４．８５０点    第４位 
                                          全国大会出場 
     種目別  ゆか     菅原 大地（水沢南）       １８．５５０点    第４位 
          鞍馬     菅原 大地（水沢南）       １９．０００点    第３位 
          跳馬     菅原 大地（水沢南）       １８．４５０点    第５位 
                 関口 汰希（矢 巾）       １８．４５０点    第５位 
          鉄棒     菅原 大地（水沢南）       １８．８５０点    優 勝 
                                           （２年連続） 
【女子】 山目中学校  団体総合（村上瑠・村上聖・沼倉・阿部）   ８１．９００点    第８位 

個人総合        高橋  蓮（矢巾北）       ４３．９００点    第４位 
                                     全国大会出場 

     種目別  跳馬     高橋  蓮（矢巾北）       １２．６５０点    第４位 
 
＜新体操競技＞ 
【男子】 滝沢南中学校    団体総合   １７．１００      
               （今野・高橋・片方・阿部・関沢・福田）           第２位 

 

 



◆第４１回東北中学校バレーボール大会 

８月８日（月）～１０日（水） 

山形県酒田市：酒田市国体記念体育館      

【男子】 金ケ崎中学校    ２回戦  ○ ２－０  梁 川（福島） 
               準々決勝 ○ ２－０  雄物川（秋田） 
               準決勝  ● ０－２  陵 西（山形）            第３位 
                                           全国大会出場 
     矢巾北中学校    ２回戦  ○ ２－０  小国北部（山形） 

               準々決勝 ● ０－２  十文字（秋田）            第５位 

 

◆第３９回東北中学校ソフトテニス大会 

８月４日（木）～６日（土） 

青森県八戸市：八戸市東運動公園テニスコート   

【男子】 団体戦  
中野中学校     予選Ｂブロック ２勝（秋田・大館一 青森・弘前一） 
          １回戦  ● ０－２ 長井北（秋田）             第５位 
前沢中学校     予選Ｃブロック ２勝（秋田・大曲 山形・長井北） 
          １回戦  ● １－２ 信 夫（福島） 

      
     個人戦 
     菅原・本間（前沢中学校） 

     ２回戦  ○ ４－２ 佐藤・押切（山形・酒田三）  
               ３回戦  ○ ４－３ 長根・西塚（青森・名川） 
               準々決勝 ● ０－４ 斎藤・色摩（山形・長井北）      第５位 
               代表決定戦○ ４－０ 菅原・門脇（岩手・前沢）    全国大会出場 
     菅原・門脇（前沢中学校） 

     ２回戦  ○ ４－３ 阿部・畠山（秋田・八幡平）  
               ３回戦  ○ ４－０ 齋藤・佐々木（宮城・志波姫） 
               準々決勝 ● ３－４ 松田・森山（山形・天童三）      第５位 
               代表決定戦● ０－４ 菅原・本間（岩手・前沢） 
【女子】 団体戦        

南都田中学校    予選Ｂブロック １勝１敗（宮城・幸町 山形・山形二） 
          １回戦  ● ０－２ 八郎潟（秋田）            第５位 

     上野中学校     予選Ｄブロック ２勝（福島・郡山二 山形・余目） 
               １回戦  ○ ２－０ 東向陽台（宮城） 
               準決勝  ○ ２－１ 八郎潟（秋田） 
               決 勝  ● ０－２ 西郷一（福島）            第２位 
                                          全国大会出場 
     個人戦 
     千葉未散・菊地はづき（上野中学校） 

     ２回戦  ○ ４－２ 今井彩・今井萌（山形・羽黒） 
               ３回戦  ○ ４－２ 齋藤・黒澤（福島・西郷一） 

準々決勝 ○ ４－０ 伊藤・安田（秋田・八郎潟） 
               準決勝  ○ ４－２ 小松・永山（福島・西郷一）  
               決 勝  ○ ４－３ 小林・成田（山形・余目）       優 勝 
                                          全国大会出場 

高橋・今野（南都田中学校） 
     ２回戦  ○ ４－１ 佐藤・大瀧（山形・鶴岡三） 

               ３回戦  ○ ４－０ 宍戸・菊地（宮城・中田） 
               準々決勝 ● ０－４ 加藤・吉田（福島・郡山二）      第５位 
          全国大会代表決定戦 ○ ４－１ 木村・青木（秋田・土崎）    全国大会出場  

 



 

◆第３２回東北中学校バドミントン大会 

８月５日（金）～７日（日）     

山形県鶴岡市：鶴岡市小真木原総合体育館   
【女子】 団体戦    湯口中学校 
               1 回戦  ○ ２－０ 天童二（山形） 
               準々決勝 ● ０－２ 青森山田（青森）           第５位 

個人戦  
     シングルス  畠山 静花（湯口中学校） 
               １回戦 
               準々決勝 ● ０－２ 高瀬（宮城・聖ウルスラ学院英智）   第５位 
     ダブルス   重石珠花・昆佳代子（矢巾北中学校） 
               １回戦 
               準々決勝 ● ０－２ 鈴木・甲斐（宮城・聖ウルスラ学院英智）第５位 
            佐山莉奈・平渡 咲（雫石中学校） 
               １回戦 
               準々決勝 ● ０－２ 浜北・東野（福島・猪苗代）      第５位 

 

 

◆第４１回東北中学校卓球大会 

８月５日（金）～７日（日）  

岩手県奥州市：水沢総合体育館    
【男子】 団体戦 
     花巻北中学校    予選Ｄブロック ４勝 
               １回戦  ○ ３－０ 横手南（秋田） 
               準決勝  ● ０－３ 青森山田（青森）          第３位 
               ３決戦  ● ２－３ 河北（山形）         全国大会出場 
 
     個人戦 
     皆川  朝（猿沢中学校） 
               ２回戦  ○ ３－０ 鶴田（宮城・塩竈二） 
               ３回戦  ● ２－３ 坂本（青森・下長） 
          代表決定戦１回戦  ○ ３－０ 山川（山形・上山北） 
               ２回戦  ○ ３－１ 羽佳（青森・青森山田）    全国大会出場 
     大槻 周瑛（猿沢中学校） 
               ２回戦  ○ ３－０ 佐藤（秋田・鳥海） 
               ３回戦  ○ ３－１ 二木（福島・福島四） 
              準々決勝  ● ０－３ 坪井（青森・青森山田）       第５位 
                                         全国大会出場 
【女子】 団体戦  

大野中学校     予選Ｂブロック ４勝 
          １回戦  ○ ３－１ 本宮一（福島） 
          準決勝  ○ ３－２ 弘前三（青森） 

決 勝  ● ０－３ 青森山田（青森）          第２位 
                          全国大会出場 

     石鳥谷中学校    予選Ａブロック ３勝１敗 
               １回戦  ● ０－３ 五所川原一（青森）         第５位 
     宮古第一中学校   予選Ｃブロック ３勝１敗 
               １回戦  ● ０－３ 青森山田（青森）          第５位 
 
     個人戦 
     高橋 梓海（大野中学校） 



               ２回戦  ○ ３－１ 堀越（宮城・玉川） 
               ３回戦  ○ ３－１ 小野寺（山形・平田） 
               準々決勝 ○ ３－０ 澁谷（青森・青森山田）   
               準決勝  ● ０－３ 安藤（青森・青森山田）       第３位 
                                         全国大会出場 
 

 

◆第３８回東北中学校女子ソフトボール大会   

７月２９日（金）～３１日（日） 

青森県東北町：東北町南総合運動公園 

【女子】 西南中学校     １回戦  ○ ６－３  東 雲（山形） 
               ２回戦  ● １－２  平鹿西（青森）          第５位 
     藤沢中学校     １回戦  ○ ３－０  上 北（青森） 
               ２回戦  ● ０－１  赤 湯（山形）          第５位 

 

 

◆第３４回東北中学校柔道大会     

８月１日（月）～３日（水） 

山形県鶴岡市：鶴岡市小真木原総合体育館  

【男子】 個人 50kg 級 久松 泰斗（長 内）  ２回戦 ○細 谷（山形・天童三） 
                   ３回戦 ○丸 山（福島・四倉） 

                        準決勝 ● 原 （青森・青森山田）    第３位 
      60kg 級  髙橋 賢矢（矢巾北）   ２回戦 ○髙 橋（福島・醸芳） 
                        ３回戦 ●八 鍬（山形・戸沢）      第５位 
      73kg 級  中野 経清（野 田）   ２回戦 ○淀 川（宮城・東北学院） 
                        ３回戦 ●菊 地（秋田・勝平）      第５位 
            三上 心太（長 内）   ２回戦 ○町 屋（青森・上北） 
                        ３回戦 ●臼 井（山形・立川）      第５位 
      81kg 級  石川 慶悟（長 内）   ２回戦 ○三國谷（青森・油川） 
                        ３回戦 ○叶 内（山形・日新） 
                        準決勝 ○櫻 庭（秋田・天王） 
                        決 勝 ●柿 崎（山形・楯岡）      第２位 

 90kg 級  坂口 真人（北松園）   ２回戦 ○鈴 木（青森・中里） 
                   ３回戦 ○安 部（福島・喜多方三） 
                   準決勝 ○奈良岡（青森・青森山田） 
                   決 勝 ○本庄谷（秋田・湯沢南）     優 勝 

90kg 超級 生形 晃基（赤 崎）   ２回戦 ○須 賀（山形・金井） 
                  ３回戦 ○奈 良（青森・中里）  

                        準決勝 ●古 川（青森・弘前東）     第３位 
【女子】団体      滝沢中学校        予選Ｂ組 １勝１敗 
                        １回戦 ● １－２ 五所川原一（青森）  第５位 
    個人 44kg 級  三浦 七海（久 慈）  予選リーグ ２勝 
                        準決勝 ●小 松（山形・中山）      第３位 
      48kg 級  佐々木万実（滝 沢）   予選リーグ １勝１敗           第５位  
            佐藤  茜（江釣子）   予選リーグ １勝１敗           第５位 

52kg 級  野村 華子（滝 沢）   予選リーグ ２勝 
                  準決勝 ○柳 葉（福島・植田）   

                        決 勝 ●柴 田（宮城・館）       第２位 
            郡司 風花（江釣子）  予選リーグ １勝１敗           第５位 
      57kg 級  切金 美希（久 慈）   予選リーグ ２勝 

 準決勝 ●金 成（福島・平一）      第３位 
笹原 優希（石鳥谷）   予選リーグ ２勝 



                   準決勝 ●工 藤（青森・五所川原一）   第３位 
      63kg 級  伊藤 清夏（大 迫）   予選リーグ ２勝 
                        準決勝 ●高 橋（秋田・本荘東）     第３位 

70kg 級  照井 葉月（石鳥谷）   予選リーグ ２勝 
                        準決勝 ●本 山（宮城・塩竈三）     第３位 

70kg 超級 佐藤 夢子（北 上）   予選リーグ ２勝 
                        準決勝 ●井 上（秋田・湯沢南）     第３位 
            田村 仁美（西根一）  予選リーグ １勝１敗           第５位 
 
 

◆第３５回東北中学校剣道大会     

８月５日（金）～７日（日） 

秋田県由利本荘市：由利本荘市総合体育館  

【男子】 個人戦 
     佐藤 大地（南城中学校） 
               ２回戦  ○ メ－   田口（秋田・生保内） 
               ３回戦  ○ メメ－メ 三浦（宮城・佐沼） 
               準々決勝 ○ メメ－  藤本（青森・弘前三） 
               準決勝  ● －メド  米谷（秋田・秋田北）        第３位 
【女子】 個人戦 
     阿部  楓（花巻中学校） 
               ２回戦  ○ コメ－  吉田（福島・四倉） 
               ３回戦  ○ メ－   山田（青森・三本木附） 
               準々決勝 ○ メメ－  鈴木（秋田・山王）   
               準決勝  ○ メ－   阿部（福島・草野）   
               決 勝  ○ メ－   黒田（山形・山形四）        優 勝 
     阿部 菜実（滝沢第二中学校） 
               ２回戦  ○ メ－   佐藤（山形・米沢三） 
               ３回戦  ○ メ－   古川（青森・大間） 
               準々決勝 ● －メ   黒田（山形・山形四）        第５位 
 
 

◆第３２回東北中学校相撲大会 

８月３日（水）～４日（木）       

岩手県八幡平市：八幡平市松尾相撲場   

【男子】 団体戦 
西根第一中学校 予選リーグ   ３勝０敗  
        決勝トーナメント  

               準々決勝 ○ ２－１  大 槌（岩手） 
               準決勝  ● １－２  田 子（青森）           第３位 

 個人戦 １学年 吉田  皇（西根） 
           予選リーグ  ３勝０敗 
           １回戦  ○ おしだし  木 村（福島・西根） 
           準々決勝 ○ はたきこみ 長 内（青森・鶴田） 
           準決勝  ● つきおとし 加 藤（宮城・栗駒）       第３位   

 ２学年 高橋 和優（松尾） 
       予選リーグ  ２勝１敗 
       １回戦  ○ よりたおし 本 間（秋田・仙南） 
       準々決勝 ○ よりきり  長谷川（青森・鰺ヶ沢） 
       準決勝  ● うわてだしなげ 菊池（青森・鶴田）      第３位 

風張鼓太郎（九戸） 
  予選リーグ  ２勝１敗 



  １回戦  ○ よりきり  松 原（宮城・栗駒） 
           準々決勝 ● そとがけ  菊 池（青森・鶴田）       第５位   

 ３学年 松浦 優太（西根一） 
       予選リーグ  ２勝１敗 
       １回戦  ○ おくりだし 志 賀（福島・石神） 
      準々決勝 ● よりきり  吉 田（秋田・平鹿）       第５位   

     松浦 智哉（西根一） 
       予選リーグ  ３勝０敗 
       １回戦  ○ ひきおとし 泉 田（宮城・栗駒） 
      準々決勝 ● よりきり  打 越（青森・中里）       第５位   
 

◆第２０回東北中学生ホッケー大会 
７月２９日（金）～３１日（日）  

山形県川西町：川西町総合運動公園    

【男子】 一方井中学校    予選リーグ戦       ○16－０ 高瀬羽後（秋田） 
                            ○４－０ 築 館（宮城） 
                            ○３－０ 堀 口（青森） 

決勝トーナメント １回戦 ○２－１ 一 迫（宮城） 
        準決勝 ●１－４ 沼宮内（岩手)      
        ３決戦 ○２－０ 川 西（山形）     第３位 

沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○６－０ 棚 倉（福島） 
                       ○３－０ 川 西（山形） 
                       ○２－０ 一 迫（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○24－０ 高瀬羽後（秋田） 
        準決勝 ○４－１ 一方井（岩手) 
        決 勝 ○３－１ 棚 倉（福島）     優 勝 
                          （４年ぶり２度目） 

【女子】 沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○３－０ 川 西（山形） 
                            ○４－１ 棚 倉（福島） 
                            ○４－０ 築 館（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○４－０ 一 迫（宮城） 
準決勝 ●０－２ 川 口（岩手)      

        ３決戦 ○３－０ 築 館（宮城）     第３位 
     川口中学校     予選リーグ戦       ○６－０ 一 迫（宮城） 
                            ○４－０ 堀 口（青森） 
                            ○４－０ 高瀬羽後（秋田） 

決勝トーナメント １回戦 ○９－０ 棚 倉（福島） 
        準決勝 ○２－０ 沼宮内（岩手） 
        決 勝 ○５－１ 川 西（山形）     優 勝 

（１２年ぶり６度目） 
 

 

 

 

◆第３３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２３日（木）～２５日（土） 

山形県山形市：山形市総合スポーツセンタースケート場 
【男子】  ５００ｍ   高橋 宥稀（滝沢二）    ５１秒４６            第８位 

１０００ｍ   小野寺峻一（水沢南）  １分３７秒９８            第６位 

             吉田晃太郎（乙 部）  １分３９秒９３            第７位 

１５００ｍ   斉藤 龍汰（仙 北）  ２分１７秒５６            第２位 

        角館  怜（滝沢二）  ２分２４秒６０            第６位 



     ３０００ｍ   斉藤 龍汰（仙 北）  ４分４５秒７９            第２位 

             角舘  怜（滝沢二）  ５分０１秒０８            第５位 

【女子】  ５００ｍ   三嶋  萌（気 仙）    ４７秒０９            第２位 

             佐々木双葉（北 陵）    ５２秒９９            第６位 

             鈴木 桃衣（北 陵）    ５４秒０８            第７位 

     １０００ｍ   三嶋  萌（気 仙）  １分３６秒８２            第３位 

             村上  諒（乙 部）  １分４２秒１５            第４位 

             佐々木双葉（北 陵）  １分５１秒０３            第７位 

     １５００ｍ   村上  諒（乙 部）  ２分３７秒４５            第３位 

鈴木 桃衣（北 陵）  ２分５８秒１０            第５位 

 

《フィギュアスケート競技》                    １２月１１日（土） 

宮城県大和町：ベルサンピアみやぎ泉 

【女子】 Ｂクラス    太田原春菜（黒石野）    ３１．４０点        第４位 

     Ｃクラス    工藤 真実（大 宮）    ３６．０２点        第６位 

             小舘 彩季（滝沢南）    ３４．１０点        第８位 

 

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

宮城県大和町：ベルサンピアみやぎ泉 

【男子】 １回戦        岩手県選抜   ○  ５－０ 熱 海（福島） 

準決勝        岩手県選抜   ●  ０－８  湊 （青森）  第３位 

代表決定戦      岩手県選抜   ○  ２－０ 宮城県選抜（宮城） 全国大会出場 

 

◆第４７回東北中学校スキー大会 

                 １月２３日（月）～２５日（水） 

岩手県八幡平市：安比高原スキー場（アルペン） 

岩手県八幡平市：田山クロスカントリーコース（クロカン）・ 

岩手県八幡平市：矢神飛躍台：（ジャンプ・ノルディックコンバインド） 

【男子】 クロスカントリーフリー    髙橋 佑哉（沢内）    １２分４９秒９     第３位 
               佐々木利幸（松尾）    １３分０７秒４     第７位 
クロスカントリークラシカル  林尻  剛（雫石）    １３分５７秒４     第２位 
               藤本 雄大（雫石）    １４分０９秒１     第３位 

     クロスカントリーリレー    奥中山中学校（目時、觸澤、駒木、釜石） 
   １時間０３分５６秒５     第８位 

     ノルディックコンバインド   小林 陵侑（松尾） タイム差 ５４秒       第１位 
飛躍１０５．５点③ 距離１３分４５秒７② 

                    村上 純人（雫石） タイム差 ２分４６秒     第７位 
飛躍７７．６点⑨ 距離１４分００秒４⑥ 

【女子】 ジャイアントスラローム    高橋  夢（山目）     １分５８秒６４    第６位 
                              （①５９秒１１，②５９秒５３） 
     クロスカントリーフリー    土屋 正恵（安代）     ７分２５秒７     第３位 
                    高橋  杏（雫石）     ７分２６秒５     第４位 
     クロスカントリーリレー    安代中学校（小原、土屋、山本） 

２５分３０秒８     第２位 
                    雫石中学校（高橋、高畑、藤本） 
                                 ２７分４５秒５     第８位 
     クロスカントリークラシカル  土屋 正恵（安代）     ８分０３秒２     第２位 

高橋  杏（雫石）     ８分１７秒７     第５位 
【共通】 スペシャルジャンプ      小林 陵侑（松尾）     １８２．３点     第４位 
                       （①５０．５ｍ ９９．９点 ②４５．５ｍ ８２．４点） 
                    三ヶ田泰良（大宮）     １７５．６点     第５位 
                       （①４７．５ｍ ８８．５点 ②４７．０ｍ ８７．１点） 
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