
平成２３年度全国中学校体育大会 岩手県選手成績一覧 

岩手県中学校体育連盟 

 

 

◆第３８回全日本中学校陸上競技選手権大会 

                                       ８月１９日（金）～２２日（月） 

奈良県奈良市：奈良市鴻ノ池陸上競技場 

【男子】 ４×１００ｍＲ  見前南中学校      予 選２組３位      ４４秒５４  

（福田・田代・最上・大水）  準決勝２組５位      ４４秒４２   落 選 

     １００ｍ     斎藤 和真（城 西）  予 選２組７位      １１秒５３   落 選 

４００ｍ     熊谷 公治（石鳥谷）  予 選１組８位      ５３秒９７   落 選 

         山村  周（上 田）  予 選３組３位      ５２秒０８   落 選 

     ８００ｍ     村上  諄（上 田）  予 選１組１位    ２分００秒４０  

準決勝１組８位    ２分０２秒８７   落 選 

              畑村 孝輝（滝沢南）  予 選２組５位    ２分０４秒３９   落 選 

     １１０ｍＨ    熊谷 克洋（桜 町）  予 選６組９位      １５秒３９   落 選 

     ３０００ｍ    熊谷 比呂（北 上）  予 選１組９位    ９分０６秒８４   落 選 

              阿部飛雄馬（滝沢二）  予 選４組９位    ８分５５秒８０   落 選 

     砲丸投      菊池  樹（大 原）  予 選２組１９位     １２ｍ３４   落 選 

     走幅跳      大水 翔太（見前南）  予 選１組２５位      ５ｍ９１   落 選 

【女子】 ４×１００ｍＲ  岩大附属中学校     予 選２組                失 格 

１００ｍ     石母田 歩（岩大附属） 予 選３組６位      １２秒９１   落 選 

         田子 柚乃（花 巻）  予 選８組８位      １３秒３２   落 選 

２００ｍ     船越 玲奈（大 宮）  予 選１組６位      ２６秒４０   落 選 

                                 （追い風参考） 

         高橋 里紗（見 前）  予 選３組７位      ２６秒０４   落 選 

１００ｍＨ    佐々木 天（崎 山）  予 選５組４位      １４秒９０   落 選 

 

 

 

                                                    

◆第５１回全国中学校水泳競技大会 

８月２１日（日）～２３日（火） 

大阪府門真市：大阪府立門真スポーツセンター（なみはやドーム） 

＜競泳＞ 

【男子】 ４００ｍ自由形   小松代和磨（山 目）  予 選１３位    ４分０９秒０３   落 選 

                                         （県中新） 

１００ｍバタフライ 畠山 和也（高田一）  予 選 ９位      ５７秒７５   落 選 

                                         （県中新） 

          吉田  考（大船渡一） 予 選１８位      ５８秒６１   落 選 

２００ｍバタフライ 吉田  考（大船渡一） 予 選１３位    ２分０７秒００   落 選 

                                         （県中新） 

４００ｍ個人Ｍ   小松代和磨（山 目）  予 選１９位    ４分４０秒５４   落 選 

                                         （県中新） 



【女子】 ４００ｍリレー   大宮中学校       予 選３４位    ４分１１秒３２   落 選 

              （星・工藤・高橋・吉田） 

４００ｍＭリレー  大宮中学校       予 選３６位    ４分４０秒２２   落 選 

              （高橋・山田・工藤・星） 

               下小路中学校      予 選４２位    ４分４１秒８８   落 選 

              （東條・槍澤・米内・坂本） 

               北上・南中学校     予 選６０位    ４分４４秒９８   落 選 

              （伊藤・小笠原・菊池・千葉） 

     ２００ｍ自由形   星  菜々（大 宮）  予 選４５位    ２分１４秒４０   落 選 

 １００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）  予 選６７位    １分１６秒５３   落 選 

２００ｍ平泳ぎ   槍澤菜々子（下小路）  予 選                 失 格 

＜飛込＞                     

【男子】 

     板飛込       及川 拓海（下小路）  予 選２５位    ２１７．８０点   落 選 

 

 

 

◆第４２回全国中学校サッカー大会 

８月１８日（木）～２３日（火） 

滋賀県守山市 他：野洲川歴史公園サッカー場 他 

【男子】 遠野中学校     １回戦  １回戦 ●１－１  戸倉上山田中（長野）     １回戦敗退 

                      （ＰＫ３－４）  

 

 

 

◆第４０回全国中学校ハンドボール大会 

８月１７日（水）～２０日（土） 

京都府京都市：京都市体育館 京都府立体育館 他 

【男子】 矢巾中学校     ２回戦 ●２４－２８ 手代木中（茨城）           ２回戦敗退 

 

 

 

◆第４２回全国中学校体操競技選手権大会 

８月２２日（月）～２４日（水） 

大阪府大阪市：大阪市中央体育館 

【男子】 個人  菅原 大地（水沢南）総合       ７２．０２５点            ５７位 

                   床        １８．３５０点            ５４位   

                   鞍馬       １７．６７５点            ５４位 

                   跳馬       １８．０５０点            ６４位   

                   鉄棒       １７．９５０点            ５９位 

【女子】 個人  高橋  蓮（矢巾北）総合       ３９．６５０点            ８３位 

                   跳馬       １２．１００点            ４５位 

                   段違い平行棒    ８．４００点            ８１位 

                   平均台       ９．６５０点            ９３位 

                   床         ９．５００点            ８１位 



◆第４１回全国中学校バレーボール選手権大会 

８月１７日（水）～２０日（土） 

大阪府大阪市：大阪市中央体育館 大阪府立体育会館 

【男子】 金ケ崎中学校  予選グループ戦 ●０－２ 八条中（京都） 

                     ●０－２ 横浜緑が丘中（神奈川）    予選グループ戦敗退 

 

 

 

 

◆第４２回全国中学校ソフトテニス大会 

８月１７日（水）～１９日（金） 

奈良県明日香村：奈良県立橿原公苑明日香庭球場 

【男子】 個人 菅原佑輔・本間崚誠（前沢中） 

              １回戦  ○４－１ 峯村・吉田（東京・調布中）    

              ２回戦  ●１－４ 小西・玉置（三重・矢淵中）        ２回戦敗退 

【女子】 団体 上野中学校 １回戦  ○２－１ 韮山中（静岡） 

              ２回戦  ○２－１ 昇陽中（大阪） 

              準々決勝 ●１－２ 当麻中（北海道）             第 ５ 位 

     個人 千葉未散・菊地はづき（上野中） 

              １回戦  ○４－０ 北畑・熊岡（香川・善通寺東中） 

              ２回戦  ●１－４ 下地・阪本（三重・矢淵中）        ２回戦敗退 

個人 高橋乃綾・今野桃香（南都田中） 

              １回戦  ○４－０ 山本・黒田（兵庫・竜野東中） 

              ２回戦  ●２－４ 藤本・折橋（広島・鈴峰女子中）      ２回戦敗退 

 

 

 

 

 

◆第４２回全国中学校卓球大会 

８月１７日（水）～２０日（土） 

和歌山県和歌山市：和歌山ビッグホエール 

【男子】 団体 花巻北中学校 １次リーグ  ●０－５ 明豊中（大分） 

                      ○３－２ 松崎中（兵庫）        １勝１敗で落選 

個人 皆川  朝（猿沢中） 

              １回戦  ○３－２ 古市（三重・朝明中） 

              ２回戦  ●０－３ 千葉（山口・野田学園中）        ２回戦敗退 

        大槻 周瑛（猿沢中） 

              １回戦  ○３－０ 石塚（石川・内灘中）      

２回戦  ○３－１ 吉田（香川・古高松中）  

３回戦  ●０－３ 松下（愛知・愛知工大付属中）      ３回戦敗退 

        高橋  玄（石鳥谷中） 

              １回戦  ●０－３ 内村（宮崎・五十市中）         １回戦敗退 

        村上 奨記（高田一中） 

              １回戦  ●２－３ 中村（沖縄・石嶺中）          １回戦敗退 



【女子】 団体 大野中学校 

              １次リーグ  ●２－３ 平田中（島根） 

                     ○３－２ 和田中（鹿児島）        １勝１敗で落選 

     個人 高橋 梓海（大野中） 

              １回戦  ○３－０ 木原（大分・明豊中） 

              ２回戦  ○３－１ 小林（愛知・名古屋経大高蔵中） 

              ３回戦  ●２－３ 平（埼玉・本庄東中）          ３回戦敗退 

        佐藤 紗希（東山中） 

              1回戦  ●０－３ 赤川（高知・土佐女子中）        １回戦敗退 

        松浦明香里（大野中） 

              １回戦  ●０－３ 津隈（兵庫・多田中）          １回戦敗退 

 

 

 

◆第４２回全国中学校柔道大会 

                                                 ８月２２日（月）～２５日（木） 

和歌山県和歌山市：和歌山ビッグホエール     

【男子】 団体 長内中学校 予選リーグ  ●０－３ 埼玉栄中（埼玉） 

                     ●１－２ 阿波中（徳島）          ０勝２敗で落選 

     個人 ５０㎏級 久松 泰斗（長 内） ２回戦 ●縦四方固 二宮（愛媛・三間中） ２回戦敗退 

５５㎏級 菅原 拓海（侍 浜） １回戦 ●内 股  徳丸（大分・安岐中） １回戦敗退 

        ６０㎏級 高橋 賢矢（矢巾北） １回戦 ●内 股  前橋（山梨・竜王中） １回戦敗退 

        ６６㎏級 佐藤 拓哉（大 迫） １回戦 ○背負投  北村（滋賀・聖徳中） 

２回戦 ●内 股  鳥羽（長野・丘中）  ２回戦敗退 

        ７３㎏級 見上 心太（長 内） １回戦 ○優 勢  北山（富山・小杉中） 

２回戦 ●優 勢  宮田（宮崎・沖水中） ２回戦敗退 

        ８１㎏級 石川 慶悟（長 内） ２回戦 ●後袈裟固 野田（福岡・福岡千代中）２回戦敗退 

        ９０㎏級 坂口 真人（北松園） ２回戦 ●優 勢  松垣（岐阜・中山中） ２回戦敗退 

        ９０㎏超 生形 晃基（赤 崎） ２回戦 ●優 勢  中沢（長野・屋代中） ２回戦敗退 

【女子】 団体 大迫中学校 予選リーグ  ●０－２ 松山北中（愛媛） 

                     ●０－２ 雄山中（富山）          ０勝２敗で落選 

     個人 ４４㎏級 三浦 七海（久 慈） １回戦 ○優 勢  日下（香川・太田中）  

２回戦 ●合わせ技 辻田（大分・高田中） ２回戦敗退 

        ４８㎏級 佐藤  茜（江釣子） １回戦 ●優 勢  田中（栃木・白鷗大足利中）１回戦敗退 

５２㎏級 野村 華子（滝 沢） ２回戦 ●けさ固  森（熊本・八代一中） ２回戦敗退 

        ５７㎏級 切金 美希（久 慈） １回戦 ●内股透かし 山内（大阪・池島中）１回戦敗退 

        ６３㎏級 伊藤 清夏（大 迫） ２回戦 ○内 股  木村（和歌山・箕島中） 

３回戦 ●大外刈り 藤井（富山・芳野中） ３回戦敗退 

        ７０㎏級 照井 葉月（石鳥谷） １回戦 ●浮き固  畠石（神奈川・相原中）１回戦敗退 

        ７０㎏超 田村 仁美（西根一） １回戦 ●内 股 児玉（宮崎・宮崎日大中）１回戦敗退 

 

 

 

 

 



◆第４１回全国中学校剣道大会 

８月２３日（火）～２５日（木） 

兵庫県加古川市：加古川市立総合体育館    

【男子】 団体 花巻中学校   予選リーグ ●０－２ 御浜中（三重） 

                      ●０－３ 竹原中（広島）         ０勝２敗で落選 

     個人 藤澤 圭祐（滝 沢）   ２回戦○ メメ－  木原（広島・高屋中） 

                     ３回戦○ コ－   竹ノ内（宮崎・三股中） 

                ４回戦● －メ   山田（北海道・鳥取中）   ４回戦敗退 

        佐藤 大地（南 城）   １回戦● －メ   池田（福井・三方中）    １回戦敗退 

【女子】 団体 滝沢第二中学校 予選リーグ ●１－２ 大田原中（栃木） 

                      ●０－３ 滝尾中（大分）         ０勝２敗で落選 

     個人 阿部  楓（花 巻）   １回戦○ メ－  大橋（滋賀・八幡西中） 

２回戦● －メ  安永（佐賀・千代田中）    ２回戦敗退   

高野橋香恋（花 巻）   １回戦● －メメ 榎本（神奈川・久里浜中）   １回戦敗退 

 

◆第４１回全国中学校相撲大会 

８月２０日（土）～２１日（日） 

兵庫県姫路市：網干南公園相撲場 

【団体】 西根第一中学校    予選１回戦  ● １－２ 簑島中（和歌山）              

                予選２回戦  ○ ２－１ 阿南一中（徳島） 

                予選３回戦  ○ ２－１ 愛知工大付属中（愛知）決勝トーナメント進出 

                決勝Ｔ１回戦 ● ０－３ 鳴和中（石川）         １回戦敗退 

【個人】 松浦 智哉（西根一） 予選１回戦  ○ つきだし    小野（群馬・前橋六中） 

                予選２回戦  ○ ひきおとし   草野（長崎・有明中） 

                予選３回戦  ○ よりたおし   大場（千葉・成田中） 

   決勝トーナメント進出 

                決勝Ｔ２回戦 ○ よりたおし   池田（鹿児島・赤木名中）  

３回戦 ● ひきおとし   打越（青森・中里中）  ３回戦敗退 

小原 祐也（大 槌） 予選１回戦  ● おしだし    北川（石川・鳴和中） 

                予選２回戦  ● ひきおとし   重松（岡山・山南中） 

                予選３回戦  ● よりきり    榎波（福井・開成中）   予選敗退 

     岩間 弘将（大 槌） 予選１回戦  ● つきたおし   元林（大阪・若江中） 

                予選２回戦  ● したてなげ   加藤（東京・松江二中） 

                予選３回戦  ● つきたおし   沢田（新潟・能生中）   予選敗退 

 

 

◆第４１回全国中学校ホッケー選手権大会 

                                                    ８月１２日（金）～１５日（月） 

京都府京丹波町：グリーンランドみずほ 

【男子】 沼宮内中学校  予選リーグ  ○８－１ 清水中（静岡） 

                    △４－４ 瀬戸中（岡山） 

       決勝トーナメント １回戦 ○５－０ 樋脇中（鹿児島）  

               準々決勝 ○３－１ 大沢中（栃木）    

               準決勝  ○７－１ 伊吹山中（滋賀） 

決 勝  ●２－７ 朝日中（福井）            第 ２ 位 



     一方井中学校  予選リーグ  ●１－２ 伊吹山中（滋賀） 

                    ○５－４ 稲羽中（岐阜） 

       決勝トーナメント １回戦 ○３－１ 彦根南中（滋賀） 

準々決勝 ●１－６ 朝日中（福井）            第 ５ 位 

【女子】 川口中学校  予選リーグ   ○５－１ 瀬戸中（岡山） 

                    ○５－０ 美杉台中（埼玉）  

決勝トーナメント １回戦 ○４－１ 郡山南中（奈良） 

        準々決勝 ○５－０ 沼宮内中（岩手） 

               準決勝  ●２－３ 磐梨中（岡山）            第 ３ 位 

沼宮内中学校   予選リーグ ●１－２ 朝日中（福井） 

               ○３－２ 東原中（栃木） 

       決勝トーナメント １回戦 ○８－１ 富来中（石川） 

               準々決勝 ●０－５ 川口中（岩手）            第 ５ 位 

 

 

        

◆第１９回全国中学校駅伝大会 

１２月１７日（土）～１８日（日） 

山口県山口市・山口県セミナーパーク・クロスカントリーコース 

【男子】 大野中学校  

      （高山・菊池・林下・川崎・石橋・芦口）       ６０分０４秒   第４２位 

【女子】 滝沢中学校  

         （井上・駿河・黒坂・佐々木麗・佐々木由香）     ４３分３３秒   第３７位 

 

 

◆第４９回全国中学校スキー選手権大会 

２月１日（水）～４日（土）     

宮城県蔵王町：宮城蔵王えぼしスキー場                

 北海道音威子府市：音威子府村チセネシリクロスカントリーコース 

                                       名寄市：名寄ピヤシリシャンツェ          

 名寄市健康の森クロスカントリーコース 

【男子】 クロスカントリークラシカル  林尻  剛（雫 石）  １５分２７秒８       第１５位 

     （５ｋｍ）          藤本 雄大（雫 石）  １５分３８秒７       第２２位 

                    髙橋 佑哉（沢 内）  １６分０７秒０       第４０位 

                    久保田舜治（湯 口）  １６分３２秒５       第５５位 

                    佐々木利幸（松 尾）  １６分４１秒５       第６２位 

                    田崎  梓（湯 口）  １６分０７秒１       棄  権 

     クロスカントリーフリー    髙橋 佑哉（沢 内）  １５分１５秒６       第２３位 

                    藤本 雄大（雫 石）  １５分４０秒０       第４０位 

                    佐々木利幸（松 尾）  １５分５２秒２       第４７位 

                    小坂 琢人（雫 石）  １６分１８秒２       第５９位 

林尻  剛（雫 石）  １６分２９秒３       第６８位 

                    田崎  梓（湯 口）  １６分０７秒１       棄  権 

     コンバインド         小林 陵侑（松 尾）                優  勝 

     （HS74m・K点 65m：5km=2.5km×2） 飛１２４．１（69.0m）(1) 距１６分０８秒４(18)   



                    村上 純人（雫 石）                第２３位 

                       飛８４．０(30) １６分０３秒０(14) タイム差２分３４秒６ 

                    三ヶ田泰良（大 宮）                第２４位 

                       飛８８．８(25) １６分２２秒１(25) タイム差２分３４秒７ 

                    工藤 颯悠（安 代）                第３７位 

                       飛８０．６(31) １８分４１秒７(45) タイム差５分２７秒３ 

                    齊藤  豊（田 山）                第４６位 

                       飛５９．１(40) ２０分０７秒６(49) タイム差８分１９秒２ 

     スラローム          小野寺建太（雫 石） １分５５秒６８(59”21  56”47) 第３４位 

  栗谷 京生（湯 田） １分５６秒５７(58”75  57”82) 第４７位 

                    稲垣  涼（岩 手） １分５７秒８５(59”58  58”27) 第５８位 

佐々木亮哉（巻 堀）             ２本目途中棄権 

     ジャイアントスラローム    大畑 征洋（沼宮内） ２分１０秒９２(65”86  65”06) 第３１位 

小野寺建太（雫 石） ２分１３秒７４(67”71  66”03) 第６３位 

                    澤村祐之介（雫 石） ２分１４秒９７(67”48  67”49) 第７４位 

                    高橋 雅人（西 根） ２分１５秒２９(68”12  67”17) 第７８位 

一本木優太（雫 石） ２分１６秒９４(68”19  68”75) 第９８位 

     リレー            岩手（藤本・林尻・髙橋・佐々木） 

                                   １時間０５分０７秒４ 第 ６ 位 

【共通】 スペシャルジャンプ           小林 陵侑（松 尾）  ２６６．５点(71.0m  74.0m) 優  勝 

（HS74m・K点 65m）    三ヶ田泰良（大 宮）  ２０１．３点(60.0m  62.0m) 第３０位 

                    村上 純人（雫 石）  １９０．３点(60.0m  59.5m) 第３７位 

                    工藤 颯悠（安 代）  １７８．８点(57.0m  57.5m) 第４１位 

                    齊藤  豊（田 山）  １４０．０点(50.0m  50.0m) 第４７位 

【女子】 クロスカントリークラシカル  土屋 正恵（安 代） １０分２７秒８        第 ３ 位 

（３km）           高橋  杏（雫 石） １１分０４秒３        第３４位 

山本 希歩（安 代） １１分０７秒９        第４０位 

小原菜奈未（安 代） １１分１８秒７        第５１位 

佐藤 朱莉（田 山） １１分２８秒２        第５７位 

佐々木しおり（沢内） １１分４３秒３        第６６位 

佐々木育佳（一関一附）１２分０２秒２        第７２位 

高畑  椋（雫 石） １３分２６秒５        第８２位 

川野八千代（安 代）                棄  権 

クロスカントリーフリー    土屋 正恵（安 代） １０分３２秒０        第１０位 

（３km）                高橋  杏（雫 石） １０分５５秒３        第２３位 

             山本 希歩（安 代） １１分００秒４        第２７位 

小原菜奈未（安 代） １１分２４秒８        第４７位 

佐藤 朱莉（田 山） １１分３９秒２        第５９位 

             田中 風花（沢 内） １１分４８秒７        第６１位 

佐々木育佳（一関一附）１２分１７秒８        第７３位 

川野八千代（安 代） １２分２０秒１        第７４位 

スラローム          中村  朱（岩大附属）２分０３秒０９(62”39  60”70) 第３１位 

               遠藤 理央（大船渡一）２分０４秒３７(62”45  61”92) 第３５位 

                    髙橋  夢（山 目）             ２本目進出ならず 

               畠山 睦美（西 根）                 棄 権 



     ジャイアントスラローム    髙橋  夢（山 目） ２分１５秒８２(67”18  68”64) 第２９位 

  中村  朱（岩大附属）２分１７秒１０(67”16  69”94) 第３４位 

               遠藤 理央（大船渡一）２分１９秒４９(68”27  71”22) 第５１位 

  小船 瑠子（岩大附属）２分２４秒８１(70”56  74”25) 第９５位 

                    中村綺莉子（西 根）             ２本目途中棄権 

               畠山 睦美（西 根）                 棄 権 

     リレー            岩手（小原・土屋・高橋・山本）   ４３分１７秒３ 第 ４ 位 

 

◆第３２回全国中学校スケート・アイスホッケー選手権大会 

                                             １月２８日（土）～２月５日（日） 

スピード：長野県長野市 Ｍウエーブ 

フィギュア：長野県長野市 ビッグハット 

アイスホッケー：栃木県日光市 栃木県立日光霜降アイスアリーナ 

【男子】 スピードスケート    ５００ｍ  高橋 洸稀（滝沢二）   ４７秒２８ 順位なし 落 選 

                １０００ｍ  吉田晃太郎（乙 部） １分３０秒７８ 順位なし 落 選 

                       高橋 洸稀（滝沢二） １分３８秒７９ 順位なし 落 選 

                       小野寺峻一（水沢南） １分４１秒７７ 順位なし 落 選 

１５００ｍ  角舘  怜（滝沢二） ２分１１秒９８ 順位なし 落 選 

小野寺峻一（水沢南） ２分２１秒２０ 順位なし 落 選 

吉田晃太郎（乙 部） ２分２１秒４７ 順位なし 落 選 

斉藤 龍汰（仙 北）              棄 権 

３０００ｍ  角舘  怜（滝沢二） ４分４２秒２４ 順位なし 落 選 

斉藤 龍汰（仙 北）              棄 権 

【女子】 スピードスケート   ５００m   三嶋  萌（気 仙）   ４４秒０４ 順位なし 落 選 

                       村上  諒（乙 部）   ４７秒００ 順位なし 落 選 

                       佐々木双葉（北 陵）   ４８秒５７ 順位なし 落 選 

１０００ｍ   三嶋  萌（気 仙） １分２５秒９６ 順位なし 落 選 

                       村上  諒（乙 部） １分３０秒７１ 順位なし 落 選 

                       鈴木 桃衣（北 陵） １分４５秒２４ 順位なし 落 選 

                       佐々木双葉（北 陵） １分５０秒００ 順位なし 落 選 

               １５００ｍ   鈴木 桃衣（北 陵） ２分４０秒９０ 順位なし 落 選 

    フィギュアスケート 女 子     太田原春菜（黒石野） ショートプログラム ３０．８２点  

                                             第５７位 

 

【アイスホッケー】        １回戦  ● 1－15  帯広八中（北海道）   


