
 
 

平成２４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３３回東北中学校陸上競技大会      

８月８日（水）～１０日（金） 

青森県青森市：青森県総合運動公園陸上競技場 

【男子】 学校対抗      見前南中学校                 １６点   第２位 

               北上中学校                １４．５点   第４位 

２年１００ｍ    鎌田  皇（石鳥谷）           １１“７８   第８位 

     ３年１００ｍ    小原 勇汰（上野）            １１“１９   第６位 

共通４００ｍ    佐々木愛斗（滝沢二）           ５０“９０   優 勝 

     共通８００ｍ    桜岡 流星（見前南）         １‘５９“２９   優 勝 

菊池 駿也（大野）          ２‘０３“４５   第７位 

     １年１５００ｍ   佐藤 慎巴（北上）          ４‘１７“５８  優 勝（県中新） 

共通３０００ｍ   佐々木聖和（山田）          ９‘０４“１０   第５位 

共通１１０ｍＨ   田代 優仁（見前南）           １４“２２   優 勝 

低学年４００ｍＲ  下小路（高橋・吉田・長岡・本舘）     ４７“５０   第３位 

共通走高跳び    植田恵ルイ（水沢）             １ｍ８６   第３位 

佐藤  愁（矢巾）             １ｍ８０   第５位 

共通棒高跳び    都鳥未来也（北上）             ３ｍ６０   第２位 

          寺内 泰然（滝沢二）            ３ｍ４０   第８位 

【女子】 １年１００ｍ    小沢 知世（桜町）            １２“９９   第２位 

          佐々木 舞（石鳥谷）           １３“０５   第３位 

     共通２００ｍ    川村 知巳（石鳥谷）           ２５“８８   第４位 

根子 星花（盛岡河南）          ２５“９２   第５位 

共通１００ｍＨ   佐々木 天（崎山）            １４“５５  第３位（県中新） 

１年１５００ｍ   鈴木 華蓮（室根）          ４‘４７“９９   第３位 

          熊谷 百花（田野畑）         ４‘５２“８０   第４位 

共通４００ｍＲ   見前南（三島・西村・丹治・小野寺）    ５０“７６   第３位 

共通走高跳び    近藤  颯（仙北）             １ｍ５１   第８位 

     共通走幅跳び    村上 舞菜（紫波一）            ５ｍ３３   第４位 

共通四種競技    栁村 海希（北陵）            ２５１２点   優 勝 

          沢里さつき（久慈）            ２４０３点   第５位 

 

 

◆第４４回東北中学校水泳競技大会       

８月４日（土）～６日（月） 

岩手県盛岡市：盛岡市立総合プール      

【男子】 ５０ｍ自由形    向中野元気（大宮）            ２５“２１  第４位 

               一戸 元喜（下小路）           ２５“８９  第７位 

     １００ｍ自由形   向中野元気（大宮）            ５４“４５  優 勝 

     ２００ｍ自由形   照井二千翔（仙北）          ２‘０５“５５  第７位 

     １００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属）        １‘０９“１０  第５位 

               鈴木 廉矢（和賀東）         １‘０９“６３  第８位 

     ２００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属）        ２‘２７“０６  第５位 

               中島 朗久（滝沢）          ２‘２８“８２  第７位 

               鈴木 廉矢（和賀東）         ２‘２９“６３  第８位 

     １００ｍ背泳ぎ   齋藤 優斗（東水沢）         １‘０２“０９  第４位 

     １００ｍバタフライ 一戸 元喜（下小路）           ５９“５６  第７位 

     ２００ｍバタフライ 遠藤 裕希（北陵）          ２‘１４“２７  第６位 



     １５００ｍ自由形  渡辺 大将（山目）         １７‘０４“００  第２位 

               桑添  陸（花巻）         １７‘２４“７２  第７位 

               千葉 龍成（一関）         １７‘３６“８６  第８位 

     ２００ｍ個人Ｍ   保坂 誠也（黒石野）         ２‘１６“６７  第２位 

     ４００ｍ個人Ｍ   保坂 誠也（黒石野）         ４‘４９“６４  第２位 

【女子】 学校対抗      大宮中学校              ２９点      優 勝 

               北上・南中学校            １０点      第７位 

     ２００ｍ自由形   星  菜々（大宮）          ２‘０７“３３  優 勝 

     ４００ｍ自由形   星  菜々（大宮）          ４‘３０“９２  第２位 

     １００ｍ背泳ぎ   伊藤 海羽（北上・南）        １‘０７“６５  第６位 

               石沢 七海（金田一）         １‘０８“３７  第７位 

１００ｍバタフライ 工藤 瑞季（大宮）          １‘０４“２４  第２位 

２００ｍバタフライ 工藤 瑞季（大宮）          ２‘２０“８３  第４位 

４００ｍ個人Ｍ   鈴木さくら（和賀東）         ５‘１５“０８  第５位 

          東條 晏奈（下小路）         ５‘１９“７２  第７位 

４００ｍリレー   大宮中（工藤・吉田・山田・星）    ４‘０７“８６  優 勝（県中新） 

          北上・南中（伊藤・佐藤・菊池・千葉） ４‘１３“７９  第４位 

４００ｍＭリレー  大宮中（高橋・山田・工藤・星）    ４‘３６“１０  優 勝 

        北上・南中（伊藤・菊池・村上・千葉） ４‘３８“９０  第２位 

 

 

◆第４２回東北中学校バスケットボール大会   

８月８日（水）～１０日（金） 

福島県福島市：福島県営あづま総合体育館 

【男子】 上田中学校     予選リーグＡブロック ２勝（宮城・鶴が丘 青森・青森山田） 

               準決勝   ●５８－８７ 山 王（秋田 ）        第３位 

 

 

◆第３３回東北中学校サッカー大会   

８月１日（水）～３日（金） 

秋田県秋田市：八橋陸上競技場・八橋野球場 

【男子】 北陵中学校     ２回戦   ○１－０ 天童三（山形） 

               準決勝   ●０－３ 青森山田中（青森）         第３位 

               代表決定戦 ○３－２ 仁賀保（秋田）        全国大会出場 

  

 

◆第４１回東北中学校ハンドボール大会   

８月８日（水）～１０日（金） 

宮城県利府町：セキスイハイムスーパーアリーナ 

【男子】 見前中学校     準々決勝 ○３４－２１ 高 砂（宮城） 

               準決勝  ●２４－３０ 本宮一（福島）          第３位 

     厨川中学校     １回戦  ○２８－２０ 尾花沢（山形） 

               準々決勝 ○２４－１３ 信 夫（福島） 

               準決勝  ●１５－２３ 仙台中田（宮城）         第３位 

【女子】 見前中学校     準々決勝 ○２２－ ７ 高 砂（宮城） 

準決勝  ○２２－２０ 仙台中田（宮城） 

決 勝  ●１７－２２ 信 夫（福島）          準優勝 

      

 

◆第４１回若鷲旗争奪東北中学校野球大会   

８月６日（月）～８日（水） 

福島県会津若松市：あいづ球場 



   会津坂下町：鶴沼球場 

【男子】 久慈中学校     １回戦   ○ ３－１  秀光中教校（宮城） 

               準々決勝  ○ ８－１  鶴岡三（山形） 

準決勝   ○ ３－２  稲 川（秋田）           

決 勝   ○ ２－１  将軍野（秋田）         優 勝 

  

 

◆第４１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（水）～３日（金） 

新体操  ８月３日（金）～５日（日） 

                          宮城県仙台市：仙台市体育館 

＜体操競技＞  

【男子】 山目中学校  団体総合（木村・関本・千葉）        １５３．７００点   第２位 

                                          全国大会出場 

     個人総合        菅原 大地（水沢南）       ７４．８５０点    第３位 

                                          全国大会出場 

                 関口 汰希（矢 巾）       ７２．７５０点    第４位 

                                          全国大会出場 

                 千葉 天斗（山 目）       ７１．９２５点    第７位 

     種目別  ゆか     菅原 大地（水沢南）       １８．５５０点    第３位 

関口 汰希（矢 巾）       １８．０５０点    第５位 

          鞍馬     菅原 大地（水沢南）       １９．０５０点    第２位 

千葉 天斗（山 目）       １８．５７５点    第４位 

                 木村 琢哉（山 目）       １８．４５０点    第６位 

跳馬     菅原 大地（水沢南）       １８．８００点    第３位 

          鉄棒     菅原 大地（水沢南）       １８．４５０点    第２位 

関口 汰希（矢 巾）       １８．０５０点    第５位 

                 千葉 天斗（山 目）       １７．９５０点    第６位 

【女子】 山目中学校  団体総合（村上聖・沼倉・阿部・千葉）    ９４．１００点    第７位 

     北陵中学校  団体総合（滝本萌・滝本彩・金子・髙橋）   ８６．４００点    第８位 

     種目別  跳馬     高橋  蓮（矢巾北）       １２．４５０点    第４位 

 

＜新体操競技＞ 

【男子】 滝沢南中学校    団体総合   １８．０００      

               （阿部・福田・関沢・森・高橋・村木）            優 勝 

 

 

◆第４２回東北中学校バレーボール大会 

８月８日（水）～１０日（金） 

青森県青森市：マエダアリーナ（新青森県総合運動公園総合体育館）      

【男子】 北陵中学校     ２回戦  ○ ２－１  山形五（山形） 

               準々決勝 ○ ２－０  将 監（宮城） 

               準決勝  ● １－２  西 川（山形）            第３位 

                                           全国大会出場 

     見前南中学校    ２回戦  ○ ２－０  藤 間（福島） 

               準々決勝 ● ０－２  蒲 町（宮城）            第５位 

【女子】 厨川中学校     ２回戦  ○ ２－１  酒田二（山形） 

               準々決勝 ○ ２－０  稲 垣（青森） 

               準決勝  ○ ２－０  山形五（山形） 

決 勝  ○ ２－０  太 田（秋田  ）          優 勝 

                                           全国大会出場 

      



 

◆第４０回東北中学校ソフトテニス大会 

８月７日（火）～９日（木） 

岩手県盛岡市：盛岡市立太田スポーツセンターテニスコート   

【男子】 団体戦  

山目中学校     予選Ｂブロック １勝１敗（宮城・広瀬 山形・鶴岡一） 

          準々決勝 ● １－２ 長井北（山形）             第５位 

中野中学校     予選Ｃブロック ２勝（秋田・仙北 青森・平賀西） 

          準々決勝 ● ０－２ 志波姫（宮城）             第５位 

      

     個人戦 

     千葉・佐藤（見前中学校） 

               １回戦  ○ ４－２ 菅野・佐藤（福島・西郷二） 

     ２回戦  ○ ４－１ 横内・岡田（青森・東）  

               ３回戦  ○ ４－３ 武田・村岡（秋田・能代二） 

               準々決勝 ○ ４－３ 宮崎・今野（山形・酒田六）      

               準決勝  ● ０－４ 田辺・渡辺（福島・西郷二）       第３位 

                                           全国大会出場 

【女子】 団体戦        

南都田中学校    予選Ｂブロック １勝１敗（青森・中里 秋田・土崎） 

          準々決勝 ● ０－２ 見 前（岩手）            第５位 

     見前中学校     予選Ｄブロック ２勝（秋田・八郎潟 青森・浪岡） 

               準々決勝 ○ ２－０ 南都田（岩手） 

               準決勝  ● ０－２ 西郷二（福島）            第３位 

     個人戦 

     山﨑・鈴木（上野中学校） 

     ２回戦  ○ ４－０ 鈴木・氏家（福島・西郷二） 

               ３回戦  ○ ４－０ 菅原・工藤（青森・中里） 

               準々決勝 ● ２－４ 大沼・斉藤（山形・山形二）      第５位 

          全国大会代表決定戦 ○ ４－１ 鈴木・青木（山形・宮内）    全国大会出場  

 

◆第４２回東北中学校卓球大会 

８月４日（土）～６日（月）     

福島県須賀川市：須賀川アリーナ  

【男子】 団体戦 

          花巻北中学校    予選Ｄブロック ４勝 

               １回戦  ○ ３－１ 弘前五（青森） 

               準決勝  ○ ３－０ 鶴岡三（山形）            

               決 勝  ● ０－３ 青森山田（青森）           第２位 

                                          全国大会出場 

     個人戦 

     熊谷 翔也（花巻北中学校） 

               ２回戦  ○ ３－０ 宮（福島・福島四） 

               ３回戦  ○ ３－２ 羽佳（青森・青森山田） 

               準々決勝 ○ ３－１ 大西（秋田・秋田北） 

               準決勝  ● ０－３ 一ノ瀬（青森・青森山田）       第３位 

                                          全国大会出場 

      

 

◆第３３回東北中学校バドミントン大会 

８月３日（金）～５日（日）     

岩手県奥州市：奥州市総合体育館   



【男子】 個人戦     

     ダブルス   藤宮 涼・小野寺皓紀（前沢中学校） 

               １回戦 

               準々決勝 ● ０－２ 佐藤・久場（福島・猪苗代）      第５位 

            大森悦生・長谷川裕之（前沢中学校） 

               １回戦 

               準々決勝 ● ０－２ 野村・浅原（宮城・聖ウルスラ学院英智）第５位 

【女子】 団体戦    湯口中学校 

               1回戦  ○ ２－０ 七 戸（青森） 

               準々決勝 ○ ２－１ 田 子（宮城）         

準決勝  ●      第３位 

代表決定戦● 

            矢沢中学校 

               １回戦  ○ ２－０ 西仙北（秋田） 

               準々決勝 ● ０－２ 聖ウルスラ学院英智（宮城）      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 安田（青森・青森山田）        第５位 

     ダブルス   高橋瑛梨奈・千葉望美（衣川中学校） 

               １回戦 

               準々決勝 ● １－２ 徳岡・三上（青森・青森山田）     第５位 

             

 

 

◆第３９回東北中学校女子ソフトボール大会   

８月３日（金）～５日（日） 

福島県石川町：クリスタルパーク石川 

       石川町町民グラウンド 

【女子】 藤沢中学校     １回戦  ○ ５－２  蔵王一（山形） 

               準々決勝 ○ ９－０  郡山六（福島）           

                    （五回コールド） 

               準決勝  ○ ３－０  御野場（秋田） 

               決 勝  ○ ３－１  山形二（山形）           優 勝 

（１１年ぶり２度目） 

 

 

◆第３５回東北中学校柔道大会     

８月７日（火）～９日（木） 

秋田県秋田市：秋田県立武道館  

【男子】 個人 50kg級 外舘 闘志（久 慈）   ２回戦 ○長谷川（宮城・岩出山） 

                        ３回戦 ●細 谷（山形・天童三）     第５位 

55kg級  久松 泰斗（長 内）   ２回戦 ○高 橋（秋田・城南） 

                   ３回戦 ○赤 沼（福島・郡山一） 

                   準決勝 ○須 藤（宮城・郡山） 

                        決 勝 ●笠 原（宮城・岩出山）     第２位 

            佐々木制剛（盛岡河南）  ２回戦 ○佐 藤（宮城・七ヶ浜） 

                        ３回戦 ○髙 橋（秋田・湯沢南） 

                        準決勝 ●笠 原（宮城・岩出山）     第３位 

      60kg級  髙橋 賢矢（矢巾北）   ２回戦 ○菅 原（宮城・東北学院） 

                        ３回戦 ○鈴 木（福島・内郷一） 

                        準決勝 ○澤 橋（秋田・井川）       



                        決 勝 ○三 橋（青森・青森山田）    優 勝 

      66kg級  坂本 大陸（釜石東）   ２回戦 ○佐 藤（山形・豊浦） 

                        ３回戦 ●山 吹（宮城・岩出山）     第５位 

      73kg級  日形井奏太（長 内）   ２回戦 ○ 菅 （秋田・湯沢南） 

                        ３回戦 ●中 村（青森・八戸湊）     第５位 

      81kg級  吉田 光洋（東 和）   ２回戦 ○髙 橋（青森・田名部） 

                        ３回戦 ●手 塚（福島・喜多方三）    第５位 

            髙橋 龍河（江釣子）   １回戦 ○阿 部（山形・最上） 

２回戦 ○鈴 木（福島・郡山六） 

                        ３回戦 ●酒 井（宮城・富沢）      第５位 

 90kg級  旭岡 貴祐（長 内）   ２回戦 ○渡 辺（宮城・矢本一） 

                   ３回戦 ○遠 藤（福島・喜多方三） 

                   準決勝 ●高 谷（青森・弘前一）     第３位 

 90kg超級 菊地  盛（盛岡河南）  ２回戦 ○佐 藤（秋田・西目） 

                  ３回戦 ○佐 藤（青森・弘前一） 

                  準決勝 ○伊 藤（秋田・大曲） 

                  決 勝 ○清 水（秋田・御野場）     優 勝 

生形 晃基（赤 崎）   ２回戦 ○佐 藤（秋田・秋田東） 

                  ３回戦 ○峯 田（山形・山辺）  

                        準決勝 ●清 水（秋田・御野場）     第３位 

【女子】団体      江釣子中学校       予選Ｄ組 ２分け（青森・鶴田 福島・喜多方三） 

                        １回戦 ○ ３－０ 小名浜一（福島）   

準決勝 ○ ２－０ 名取一（宮城） 

決 勝 ● １－１ 五所川原一（青森）  第２位 

      （内容） 

    個人 44kg級  大坂 七海（東 和）  予選リーグ ２勝 

（犬飼｛宮城・長町｝ 土門｛秋田・本庄東｝） 

                        準決勝 ●小 松（山形・中山）      第３位 

      48kg級  佐藤  茜（江釣子）   予選リーグ ２勝 

                        （志賀｛福島・内郷一｝ 齋藤｛山形・鶴岡四｝） 

準決勝 ●坂 本（青森・五所川一）    第３位 

52kg級  郡司 風花（江釣子）  予選リーグ ２勝 

       （成田｛青森・田名部｝ 蓬田｛秋田・御野場｝） 

                  準決勝 ○吉 田（福島・喜多方三） 

決 勝 ○渡 辺（秋田・勝平）      優 勝 

     

 

 

◆第３６回東北中学校剣道大会     

８月８日（水）～１０日（金） 

青森県弘前市：青森県立武道館      

【女子】 団体戦 滝沢第二中学校   

予選リーグ２勝（秋田・城南 宮城・小野田） 

               １回戦  １－０ 堀 口（青森） 

               準決勝  １－３ 遊 佐（山形）              第３位 

                 

 

◆第３３回東北中学校相撲大会 

８月１日（水）～２日（木）       

秋田県美郷町：美郷町南運動公園内屋外相撲場   

【男子】 団体戦 

大槌中学校   予選Ｄブロック ３勝 



決勝トーナメント  

               準々決勝 ○ ２－１  美 郷（秋田） 

               準決勝  ● １－２  鰺ヶ沢（青森）           第３位 

     西根中学校   予選Ｃブロック ３勝 

決勝トーナメント 

               １回戦  ○ ２－１  坂 下（福島） 

               準々決勝 ○ ２－１  平 鹿（秋田） 

               準決勝  ● １－２  鶴 田（青森）           第３位 

 個人戦 １学年 津志田亜睦（西根一） 

           予選リーグ  ３勝０敗 

           ２回戦  ○ よりきり  久 米（秋田・美郷） 

           準々決勝 ○ おしだし  長谷川（青森・鰺ヶ沢） 

           準決勝  ● おしだし  秋 葉（山形・酒田一）      第３位   

         佐々木雄大（盛岡土淵） 

           予選リーグ  ２勝１敗 

           ２回戦  ○ よりきり  上 出（福島・会津若松三） 

           準々決勝 ● おしだし  田 中（青森・木造）       第５位  

佐々木健実（大槌） 

           予選リーグ  ２勝１敗 

           ２回戦  ○ よりきり  佐 藤（福島・岳陽） 

           準々決勝 ● よりきり  秋 葉（山形・酒田一）      第５位 

 ２学年 安ヶ平豪士（浄法寺） 

       予選リーグ  ３勝０敗 

       ２回戦  ○ つりだし  山 市（青森・田子） 

       準々決勝 ○ うわてなげ 佐々木（岩手・山田） 

       準決勝  ● つきだし  越後谷（青森・木造）       第３位 

吉田  皇（西根） 

  予選リーグ  ３勝０敗 

  ２回戦  ○ よりきり  加 藤（宮城・栗駒） 

  準々決勝 ○ ひきおとし 齊 藤（秋田・平鹿） 

           準決勝  ● よりたおし 梅 津（福島・会津学鳳）     第３位   

         佐々木拓海（山田） 

           予選リーグ  ３勝０敗 

           ２回戦  ○ うわてなげ 佐 藤（福島・大槻） 

           準々決勝 ● うわてなげ 安ヶ平（岩手・浄法寺）      第５位 

 ３学年 小林  蓮（西根一） 

       予選リーグ  ３勝０敗 

       ２回戦  ○ おくりなげ 佐 藤（宮城・栗駒） 

       準々決勝 ○ したてなげ 上 平（青森・田子） 

       準決勝  ● よりきり  志 賀（福島・石神）       第３位 

高橋 和優（松尾） 

       予選リーグ  ２勝１敗 

       ２回戦  ○ つきおとし 浅 野（福島・醸芳） 

       準々決勝 ○ つきおとし 髙 垣（秋田・平鹿） 

       準決勝  ● よりたおし 菊 池（青森・鶴田）       第３位 

 

 

 

◆第２１回東北中学生ホッケー大会 

８月３日（金）～５日（日）  

岩手県岩手町：岩手町総合運動公園ホッケー場     

【男子】  



沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○４－０ 築 館（宮城） 

                       ○４－０ 川 西（山形） 

                       ○７－１ 高瀬・羽後（秋田） 

決勝トーナメント １回戦 ○８－１ 栗原西（宮城） 

        準決勝 ●１－４ 一方井（岩手) 

        ３決戦 ○５－３ 築 館（宮城）     第３位 

一方井中学校    予選リーグ戦       ●０－１ 棚 倉（福島） 

                            ○６－１ 栗原西（宮城） 

                            ○１－０ 堀 口（青森） 

決勝トーナメント １回戦 ○４－０ 川 西（山形） 

        準決勝 ○４－１ 沼宮内（岩手)      

        決 勝 ○４－２ 棚 倉（山形）     優 勝 

                        （１０年ぶり２度目） 

   

【女子】 沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○１－０ 川 西（山形） 

                            ○５－２ 高瀬・羽後（秋田） 

                            ○９－０ 栗原西（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○６－０ 棚 倉（福島） 

準決勝 ○４－１ 築 館（宮城)      

        決 勝 ●２－３ 川 口（岩手）     第２位 

     川口中学校     予選リーグ戦       ○１－０ 堀口・三沢一（青森） 

                            ○２－０ 棚 倉（福島） 

                            ○４－０ 築 館（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○９－０ 栗原西（宮城） 

        準決勝 ○２－０ 川 西（山形） 

        決 勝 ○３－２ 沼宮内（岩手）     優 勝 

（２年連続７度目） 

 

 

 

◆第２８回東北中学校男子駅伝競走大会 

 第２２回東北中学校女子駅伝競走大会 

１１月２日（金）～３日（土） 

岩手県花巻市：日居城野運動公園内コース      

【男子】 種市中学校（小橋・玉沢・城内・川戸・小林・大久保）   ５９分５７秒       第７位 

     区間賞（第２区）  玉沢 拓海（種市）                  ９分３３秒 

 

 

◆第３４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２２日（土）～２４日（月） 

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】  ５００ｍ   吉田晃太郎（乙 部）  １分２９秒０３            第３位 

１０００ｍ   吉田晃太郎（乙 部）  １分３２秒７５            第３位 

１５００ｍ   斉藤 龍汰（仙 北）  ２分０９秒２１            第１位 

        山口 知己（滝沢二）  ２分２３秒４５            第３位 

     ３０００ｍ   斉藤 龍汰（仙 北）  ４分３２秒９８            第１位 

             山口 知己（滝沢二）  ４分４６秒８６            第３位 

             横沢直太郎（滝沢二）  ５分０４秒３４            第６位 

     ５０００ｍ   横沢直太郎（滝沢二）  ８分３４秒４８            第４位 

             漆田  陸（滝沢二）  ９分０６秒２１            第５位 

【女子】  ５００ｍ   三嶋  萌（気 仙）  １分３４秒０１            第１位 

     １０００ｍ   三嶋  萌（気 仙）  １分３５秒０２            第２位 



     １５００ｍ   村上  諒（乙 部）  ２分３９秒６１            第５位 

 

《フィギュアスケート競技》                    １２月 １日（土） 

宮城県大和町：ベルサンピアみやぎ泉 

【女子】 Ｃクラス    斉藤 友奈（厨 川）    ３５．８０点        第４位 

及川 和奏（紫波一）    ３４．１０点        第５位 

             小舘 彩季（滝沢南）    ３２．６８点        第６位 

 

《アイスホッケー競技》                      １２月２２日（土）～２３日（土） 

山形県山形市：ヒルズサンピア山形 

【男子】 代表決定戦      岩手県選抜   ○  １－０ 宮城県選抜（宮城） 全国大会出場 

準決勝        岩手県選抜   ●  ０－11 八戸二（青森）  第３位 

 

◆第４８回東北中学校スキー大会 

                 １月２５日（金）～２７日（日） 

秋田県鹿角市：花輪スキー場（ＡＰ） 

秋田県鹿角市：花輪スキー場クロスカントリーコース（ＸＣ） 

秋田県鹿角市：花輪スキー場ジャンプ台：（ＳＪ・ＮＣ） 

【男子】 ジャイアントスラローム    下川原雄大（九戸）     ２分０４秒６９    第５位 

             （①61秒 87，②62秒 82） 

     スラローム          下川原雄大（九戸）     １分３７秒７０    第８位 

             （①47秒 62，②50秒 08） 

クロスカントリーフリー    藤本 雄大（雫石）    １４分２６秒２     第７位 

クロスカントリークラシカル  林尻  剛（雫石）    １４分２６秒３     第２位 

     クロスカントリーリレー    雫石中学校（小坂・林尻・藤本・田辺） 

   １時間００分４０秒３     第４位 

                    沢内中学校（石川・佐々木・前島・高橋） 

   １時間０２分５４秒１     第８位 

     ノルディックコンバインド   三ケ田泰良（大宮） タイム差 ２０秒２      第２位 

飛躍１１１．０点① 距離１４分０１秒０④ 

【女子】 ジャイアントスラローム    小山田詩織（大宮）     ２分０９秒７１    第５位 

                            （①64秒 25，②65秒 46） 

                    遠藤 理央（大船渡一）   ２分１０秒９０    第６位 

                            （①64秒 26，②66秒 64） 

     スラローム          小山田詩織（大宮）     １分４０秒８２    第８位 

                            （①47秒 25，②53秒 57） 

     クロスカントリーフリー    高橋  杏（雫石）     ８分３７秒６     第３位 

     クロスカントリーリレー    安代中学校（小原・山本・齊藤） 

２９分２２秒８     第５位 

                    雫石中学校（藤本・高橋杏、高橋朱） 

                                 ２９分３２秒５     第６位 

     クロスカントリークラシカル  高橋  杏（雫石）     ９分３９秒３     第５位 

山本 希歩（安代）     ９分４５秒５     第８位 

【共通】 スペシャルジャンプ      三ケ田泰良（大宮）     ２０９．６点     第２位 

                     （①４９．０ｍ １０８．２点 ②４８．０ｍ １０１．４点） 


