
    
    

平成平成平成平成２５２５２５２５年度東北中学校体育大会年度東北中学校体育大会年度東北中学校体育大会年度東北中学校体育大会成績成績成績成績（（（（入賞分入賞分入賞分入賞分））））    
岩手県中学校体育連盟 

 

◆◆◆◆第第第第３４３４３４３４回東北中学校陸上競技大会回東北中学校陸上競技大会回東北中学校陸上競技大会回東北中学校陸上競技大会                        

８月８日（木）～１０日（土） 

宮城県利府町：宮城県総合運動公園 宮城スタジアム 

【男子】 ２年１００ｍ    小湊 凪人（釜石）            １１“９８   第８位 

     共通２００ｍ    簗場  丈（雫石）            ２３“７５   第６位 

共通４００ｍ    種綿  崚（見前南）           ５０“２６   第２位 

                    共通８００ｍ    宮崎 純一（下小路）         ２‘０３“２８   第８位 

     １年１５００ｍ   岩渕 将生（中里）          ４‘２７“３１   第３位 

               高橋 拓暉（南都田）         ４‘２８“９６   第７位 

     ２・３年１５００ｍ 八重樫 涼（滝沢二）         ４‘１２“７０   第３位 

共通３０００ｍ   小袖 英人（三崎）          ８‘５７“５３   第３位 

共通１１０ｍＨ   大内 豪樹（水沢）            １５“０９   第４位 

          佐々木 嵩（岩大附属）          １５“４４   第５位 

          鎌田 直志（雫石）            １５“９６   第８位 

低学年４００ｍＲ  石鳥谷（鎌田倫・菊池泰・鎌田将・菊池貴） ４７“６０   第７位 

          南城（小岩・佐々木・齋藤・小原）     ４７“６７   第８位 

共通４００ｍＲ   石鳥谷（伊藤・鎌田皇・菊池俊・成田）   ４４“７９   第６位 

共通走高跳び    岡崎 圭汰（江釣子）            １ｍ７５   第５位 

佐藤  真（水沢）             １ｍ７５   第８位 

（５～８位は試技数による） 

共通棒高跳共通棒高跳共通棒高跳共通棒高跳びびびび                並岡並岡並岡並岡    真生真生真生真生（（（（北上北上北上北上））））                                                    ４４４４ｍｍｍｍ００００００００            優優優優    勝勝勝勝    

【女子】 ２年１００ｍ    山田 美来（福岡）            １３“０７   第６位 

３年１００ｍ    小野寺優香里（北上北）          １３“１２   第６位 

     共通２００ｍ    小山 奈月（北陵）            ２６“６４   第８位 

     共通８００ｍ    熊谷 百花（田野畑）         ２‘１６“３６   第３位 

共通１００ｍＨ   佐々木双葉（北陵）            １５“２１   第２位 

２・３年１５００ｍ 鈴木 樺連（室根）          ４‘３７“８１   第２位 

          高橋 優奈（大宮）          ４‘４２“０１   第５位 

低学年低学年低学年低学年４００４００４００４００ｍＲｍＲｍＲｍＲ        石鳥谷石鳥谷石鳥谷石鳥谷（（（（高橋高橋高橋高橋・・・・佐佐佐佐々々々々木木木木・・・・後藤後藤後藤後藤・・・・阿阿阿阿邉邉邉邉））））                ５１５１５１５１““““８１８１８１８１            優優優優    勝勝勝勝    

共通走高跳び    熊谷 奈保（江釣子）            １ｍ５４   第７位 

                    共通走幅跳び    吉田 桃子（見前）             ５ｍ１７   第６位 

               浜田 優姫（北上南）            ５ｍ１０   第７位 

     共通砲丸投     浅沼 花南（遠野西）           １２ｍ６２   第３位 

共通四種競技    今野 萌香（有住）            ２２７０点   第６位 

 

    

◆◆◆◆第第第第４５４５４５４５回東北中学校水泳競技大会回東北中学校水泳競技大会回東北中学校水泳競技大会回東北中学校水泳競技大会                            

８月９日（金）～１１日（日） 

秋田県秋田市：秋田県立総合プール      

【男子】 学校対抗      花巻中学校              １６点      第６位 

               黒石野中学校             １６点      第６位 

１００ｍ自由形         照井二千翔（仙北）            ５６“６１  第６位 

     ２００ｍ自由形   照井二千翔（仙北）          ２‘０３“２２  第８位 

     ４００ｍ自由形   桑添  陸（花巻）          ４‘１５“４３  第２位 

渡辺 大将（山目）          ４‘１７“８９  第３位 

１５００ｍ自由形  渡辺 大将（山目）         １６‘４１“７３  第２位 

               桑添  陸（花巻）         １６‘４２“３３  第３位 



     １００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属）        １‘０７“４４  第３位（県中新） 

     ２００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属）        ２‘２２“７３  第２位（県中新） 

               向井 陽佑（福岡）          ２‘２８“３８  第８位 

     １００ｍ背泳ぎ   眞野 宇宙（甲子）          １‘０４“３１  第６位 

                    １００ｍバタフライ 一戸 元喜（下小路）           ５７“７４  第２位 

     ２００ｍバタフライ 一戸 元喜（下小路）         ２‘０７“４９  第２位 

               田口 幸太（花巻）          ２‘１３“９８  第６位 

     ２００２００２００２００ｍｍｍｍ個人個人個人個人ＭＭＭＭ            保坂保坂保坂保坂    誠也誠也誠也誠也（（（（黒石野黒石野黒石野黒石野））））                                    ２２２２‘‘‘‘１２１２１２１２““““７８７８７８７８        優優優優    勝勝勝勝（（（（県中新県中新県中新県中新））））    

     ４００４００４００４００ｍｍｍｍ個人個人個人個人ＭＭＭＭ            保坂保坂保坂保坂    誠也誠也誠也誠也（（（（黒石野黒石野黒石野黒石野））））                                    ４４４４‘‘‘‘４２４２４２４２““““２９２９２９２９        優優優優    勝勝勝勝    

                    ４００ｍＲ     大宮（久保田・柳原・今野・高嶋）   ３‘５７“４１  第４位 

【女子】 ５０ｍ自由形    千葉すみれ（山目）            ２７“９６  第８位 

     １００ｍ自由形   千葉すみれ（山目）          １‘００“４０  第５位 

               千葉 栞奈（水沢南）         １‘００“８７  第７位 

     ４００ｍ自由形   及川 美翔（北上北）         ４‘３６“５８  第８位 

     １００ｍ背泳ぎ   鈴木さくら（和賀東）         １‘０８“０４  第６位 

     ２００ｍ背泳ぎ   鈴木さくら（和賀東）         ２‘２２“１１  第４位 

２００ｍ個人Ｍ   青木  愛（飯豊）          ２‘２９“８７  第６位 

４００ｍ個人Ｍ   青木  愛（飯豊）          ５‘０７“５２  第３位（県中新） 

          山田 悠衣（大宮）          ５‘１７“３２  第５位 

４００ｍＭリレー  北上・南中（佐藤・菊池・村上・真壁） ４‘４６“１０  第７位 

 

 

◆◆◆◆第第第第４４４４３３３３回東北中回東北中回東北中回東北中学校学校学校学校バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大会大会大会大会            

８月８日（木）～１０日（土）    

宮城県利府町：セキスイハイムスーパーアリーナ 

【男子】 桜町中学校     予選リーグＣブロック ２勝（秋田・湯沢北 福島・岳陽） 

               準決勝   ○６６－４０ 河 北（山形） 

決 勝   ●６５－６９ 山 王（秋田 ）        第２位 

                          全国大会出場 

【女子】 白百合学園中学校  予選リーグＡブロック ２勝（福島・本宮二 宮城・桜丘） 

               準決勝   ●６５－６９ 男鹿東（秋田）         第３位 

 

 

 

◆◆◆◆第第第第３３３３４４４４回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会            

８月５日（月）～７日（水）    

青森県南部町：南部町ふるさと運動公園陸上競技場 

    八戸市：南郷カッコーの森エコーランド陸上競技場 

【男子】 東水沢中学校    １回戦   ○２－１ 仁賀保（秋田） 

               準々決勝  ○４－１ 酒田三（山形） 

               準決勝   ○１－０ 田名部（青森） 

               決 勝   ●０－４ 青森山田（青森）          第２位 

全国大会出場 

遠野中学校     準々決勝  ○３－０ 東北学院（宮城） 

               準決勝   ●０－５ 青森山田（青森）          第３位 

               代表決定戦 ○３－０ 田名部（青森）        全国大会出場 

    

    

    

    

        

    



◆◆◆◆第第第第４４４４２２２２回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校ハンドボールハンドボールハンドボールハンドボール大会大会大会大会            

８月３日（土）～５日（月）    

山形県東根市：東根市民体育館 

【男子】 松園中学校     準々決勝 ●２３－２７ 東根一（山形）          第５位 

                 矢巾中学校     １回戦  ○３１－１９ 羽 後（秋田） 

               準々決勝 ○３５－２１ 三本木高附属（青森） 

               準決勝  ●２２－２７ 中 田（宮城）          第３位 

【女子】    矢巾中学校     １回戦  ○３７－１４ 玉 野（山形） 

準々決勝 ○２４－１８ 郡山一（福島） 

準決勝  ○２４－１８ 湯沢北（秋田） 

決 勝  ●１８－２２ 見 前（岩手）          準優勝 

        見前中学校見前中学校見前中学校見前中学校                    準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝    ○○○○３１３１３１３１－－－－１５１５１５１５    羽羽羽羽    後後後後（（（（秋田秋田秋田秋田））））    

                                                            準決勝準決勝準決勝準決勝        ○○○○１６１６１６１６－－－－１４１４１４１４    中中中中    田田田田（（（（宮城宮城宮城宮城））））    

                                                            決決決決    勝勝勝勝        ○○○○２２２２２２２２－－－－１８１８１８１８    矢矢矢矢    巾巾巾巾（（（（岩手岩手岩手岩手））））                                        優優優優    勝勝勝勝    

全国大会出場全国大会出場全国大会出場全国大会出場    

    

    

    

◆◆◆◆第第第第４４４４２２２２回若鷲旗争奪東北中学校野球大会回若鷲旗争奪東北中学校野球大会回若鷲旗争奪東北中学校野球大会回若鷲旗争奪東北中学校野球大会            

８月８日（木）～１０日（土）    

秋田県秋田市：秋田市営八橋球場 

      潟上市：長沼球場 

【男子】 滝沢南中学校    準々決勝  ● ０－２  信 夫（福島）         第５位 

        

    

    

◆◆◆◆第第第第４４４４２２２２回東北中学校体操競技回東北中学校体操競技回東北中学校体操競技回東北中学校体操競技・・・・新体操選手権大会新体操選手権大会新体操選手権大会新体操選手権大会    

体操競技 ８月４日（日）～６日（火） 

    福島県福島市：県営あづま総合体育館 

新体操  ８月６日（火）～８日（木） 

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

＜＜＜＜体操競技体操競技体操競技体操競技＞＞＞＞        

【男子】 北陵中学校  団体総合（菊池・阿部・竹田・佐藤）     １５３．６２５点   第２位 

                                          全国大会出場 

     個人総合        千葉 天斗（山 目）       ７４．９００点    第２位 

                                          全国大会出場 

                 菊池 駿馬（北 陵）       ７３．５２５点    第５位 

                 上平 和人（北松園）       ７１．５００点    第８位 

                 佐々木祐直（滝 沢）       ７１．５００点    第８位 

     種目別  床      千葉 天斗（山 目）       １８．６５０点    第２位 

菊池 駿馬（北 陵）       １８．５５０点    第４位 

上平 和人（北松園）       １８．５００点    第６位 

             鞍馬鞍馬鞍馬鞍馬                    千葉千葉千葉千葉    天斗天斗天斗天斗（（（（山山山山    目目目目））））                            １１１１９９９９．．．．１００１００１００１００点点点点                優優優優    勝勝勝勝    

跳馬跳馬跳馬跳馬                    菊池菊池菊池菊池    駿馬駿馬駿馬駿馬（（（（北北北北    陵陵陵陵））））                            １１１１９９９９．．．．２２５２２５２２５２２５点点点点                優優優優    勝勝勝勝    

          鉄棒     千葉 天斗（山 目）       １８．８５０点    第２位 

                 菊池 駿馬（北 陵）       １８．５５０点    第５位 

【女子】 種目別  跳馬     滝本 彩華（北 陵）       １２．６５０点    第４位 

                                        跳馬     齊藤 瑞希（花 巻）       １２．６５０点    第４位    

＜＜＜＜新体操競技新体操競技新体操競技新体操競技＞＞＞＞    

【【【【男子男子男子男子】】】】    滝沢南滝沢南滝沢南滝沢南中学校中学校中学校中学校                団体総合団体総合団体総合団体総合            １１１１８８８８．．．．２５２５２５２５００００                        

                                                            （（（（髙橋髙橋髙橋髙橋・・・・石田石田石田石田・・・・藤井藤井藤井藤井・・・・村木村木村木村木・・・・照井照井照井照井・・・・熊谷熊谷熊谷熊谷））））                                            優優優優    勝勝勝勝 

 



【女子】 岩手大学教育学部附属中学校 

               団体総合    ９・６５０ 

               （吉田・石田・藤田・泉澤・小川・灘山）           第５位 

      

    

◆◆◆◆第第第第４４４４３３３３回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール大会大会大会大会    

８月７日（水）～９日（金） 

  岩手県一関市：一関市総合体育館  

【男子】 金ケ崎中学校    ２回戦  ○ ２－０  平 鹿（秋田） 

               準々決勝 ○ ２－０  木ノ下（青森） 

               準決勝  ○ ２－０  磯 部（福島）  

決 勝  ● ０－２  山形六（山形）           第２位 

                                           全国大会出場 

                 見前南中学校    ２回戦  ○ ２－０  小 野（福島） 

               準々決勝 ○ ２－０  蒲 町（宮城）             

準決勝  ● １－２  山形六（山形）            第３位 

全国大会出場 

【女子】 厨川中学校     ２回戦  ○ ２－０  秋田南（秋田） 

               準々決勝 ● １－２  中央台南（福島）           第５位 

                                                                          

    

◆◆◆◆第第第第４４４４１１１１回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会大会大会大会    

８月７日（水）～９日（金） 

宮城県仙台市：泉庭球場 シェルコム仙台 

【男子】 個人戦 

     菅原・及川（前沢） ２回戦  ○ ４－１ 一ノ関・松田（秋田・八郎潟）  

               ３回戦  ○ ４－１ 押野・吉田（山形・天童四） 

               準々決勝 ○ ４－０ 田邉・佐藤（福島・西郷二）      

               準決勝  ○ ４－２ 小田島・渡部（宮城・五橋） 

決 勝  ● ３－４ 宮崎・釼持（山形・酒田六）       第２位 

                                           全国大会出場 

【女子】 個人戦 

                 佐久間・佐藤（見前）１回戦  ○ ４－０ 一戸・岩本（青森・五所川原三） 

２回戦  ○ ４－３ 坂井・鈴木（宮城・東向陽台） 

               ３回戦  ○ ４－１ 瀬田川・渡部（秋田・横手南） 

               準々決勝 ● ０－４ 八木・富樫（山形・立川）        第５位 

          全国大会代表決定戦 ● １－４ 大滝・渡部（山形・余目）      

    

◆◆◆◆第第第第４４４４３３３３回東北中学校卓球大会回東北中学校卓球大会回東北中学校卓球大会回東北中学校卓球大会    

８月３日（土）～５日（月）     

  山形県新庄市：新庄市体育館        

 真室川町：真室川町総合運動公園体育館     

【男子】 団体戦  花巻北中学校    予選 Bブロック ４勝 

               １回戦  ○ ３－０ 河 北（山形） 

               準決勝  ○ ３－１ 青森西（青森）            

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

                                          全国大会出場 

          山目中学校     予選 D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 

  吉田 俊暢（花巻北） 

          １回戦  ○ 



          ２回戦 

          ３回戦 

          準々決勝 ● ０－３ 羽佳（青森・青森山田）        第５位 

                                     全国大会出場 

      

    

◆◆◆◆第第第第３３３３４４４４回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン大会大会大会大会    

８月３日（土）～５日（月）  

宮城県仙台市：宮城野体育館   

【男子】 団体戦    飯豊中学校 

               １回戦  ○ ２－０ 須賀川二（福島） 

               準々決勝 ● ０－２ 富 沢（宮城） 

個人戦     

     ダブルス   小野寺皓紀・吉田梓紋（前沢） 

               １回戦  ○ 

               準々決勝 ● ０－２ 山内・有馬（青森・浪岡）       第５位 

            田村汰稀・軽石直人（飯豊） 

               １回戦  ○ 

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

【女子】 団体戦    矢沢中学校 

               1回戦  ○ ２－０ 裏磐梯（福島） 

               準々決勝 ○ ２－１ 山形三（山形）         

準決勝  ● ０－２ 猪苗代（福島）            第３位 

代表決定戦● ０－２ 青森山田（青森） 

            衣川中学校 

               １回戦  ○ ２－１ 天童二（山形） 

               準々決勝 ● ０－２ 青森山田（青森）           第５位 

            赤崎中学校 

               １回戦  ○ ２－１ 東 和（福島） 

               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  藤井 愛（湯口） 

          １回戦  ○ 

          準々決勝 ○ ２－１ 熊耳（宮城・田子） 

          準決勝  ● ０－２ 吾妻（福島・猪苗代）         第３位 

                                     全国大会出場 

     ダブルス   長岡朱里・佐々木良幸（矢沢） 

               １回戦  ○ 

               準々決勝 ● １－２ 由良・永井（福島・猪苗代）      第５位 

            伊藤遥花・松好奏海（衣川） 

               １回戦  ○ 

               準々決勝 ● ０－２ 曽根・二村（青森・青森山田）     第５位 

 

    

    

◆◆◆◆第第第第４０４０４０４０回東北中学校女子回東北中学校女子回東北中学校女子回東北中学校女子ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会大会大会大会            

８月２日（金）～４日（日）    

山形県南陽市：南陽市向山公園ソフトボール場 

   南陽市総合運動公園 

【女子】    藤沢中学校藤沢中学校藤沢中学校藤沢中学校                    １１１１回戦回戦回戦回戦        ○○○○    ４４４４－－－－３３３３        上上上上    北北北北（（（（青森青森青森青森））））    

                                                            準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝    ○○○○    ６６６６－－－－２２２２        根白石根白石根白石根白石（（（（宮城宮城宮城宮城））））                                            



                                                            準決勝準決勝準決勝準決勝        ○○○○    ４４４４－－－－１１１１        本荘南本荘南本荘南本荘南（（（（秋田秋田秋田秋田））））    

                                                            決決決決    勝勝勝勝        ○○○○    ３３３３－－－－１１１１        郡山六郡山六郡山六郡山六（（（（福島福島福島福島））））                                            優優優優    勝勝勝勝    

（（（（２２２２年年年年連続連続連続連続３３３３度目度目度目度目））））    

    

    

◆◆◆◆第第第第３３３３６６６６回東北中学校柔道大会回東北中学校柔道大会回東北中学校柔道大会回東北中学校柔道大会                    

８月７日（水）～９日（金）    

青森県八戸市：八戸市体育館  

【男子】 団体      長内中学校       予選 A組 １勝１分け（青森・油川 福島・内郷一） 

                        １回戦 ● ２－２ 山形十（山形）内容勝ち 

                                             第５位   

個人個人個人個人 50kg50kg50kg50kg級級級級    野田野田野田野田    悦慈悦慈悦慈悦慈（（（（北松園北松園北松園北松園））））            ２２２２回戦回戦回戦回戦    ○○○○島島島島    田田田田（（（（福島福島福島福島・・・・磐崎磐崎磐崎磐崎））））    

                                                                                                ３３３３回戦回戦回戦回戦    ○○○○小小小小    林林林林（（（（秋田秋田秋田秋田・・・・天王天王天王天王））））    

                                                                                                準決勝準決勝準決勝準決勝    ○○○○中中中中    村村村村（（（（青森青森青森青森・・・・三沢一三沢一三沢一三沢一））））                            

                                                                                                決決決決    勝勝勝勝    ○○○○名名名名    取取取取（（（（岩手岩手岩手岩手・・・・宮古河南宮古河南宮古河南宮古河南））））                優優優優    勝勝勝勝    

                    名取 幹生（宮古河南）  １回戦 ○丹 野（宮城・小牛田） 

２回戦 ○村 上（福島・小名浜一） 

                   ３回戦 ○山 田（青森・鶴田） 

                   準決勝 ○ 丹 （秋田・秋田北） 

                        決 勝 ●野 田（岩手・北松園）     第２位 

55kg級  久松 泰斗（長 内）   １回戦 ○村 上（福島・小名浜一） 

２回戦 ○和 久（秋田・御野場） 

                   ３回戦 ○戸 田（宮城・米山） 

                   準決勝 ○奈良岡（青森・青森山田） 

                        決 勝 ●小野里（福島・喜多方三）    第２位 

            畠山 立成（久 慈）   １回戦 ○佐 藤（福島・二本松一） 

                        ２回戦 ○髙 山（山形・日新） 

                        ３回戦 ●佐々木（青森・三沢一）     第５位 

            伊藤 寛純（久 慈）   ２回戦 ○加 藤（福島・尚英） 

                        ３回戦 ●奈良岡（青森・青森山田）    第５位 

60kg級  佐々木制剛（盛岡河南）  ２回戦 ○ 関 （福島・小名浜一） 

                   ３回戦 ○鷹 照（秋田・本荘南） 

                   準決勝 ○藤 本（青森・弘前一） 

                        決 勝 ●渋 谷（靑森・鶴田）      第２位 

                        66kg級  岡澤真太郎（久 慈）   ２回戦 ○佐 藤（福島・須賀川二） 

                        ３回戦 ●坂 本（秋田・仁賀保）     第５位 

      73kg級  日形井奏太（長 内）   ２回戦 ○須 田（秋田・由利） 

                        ３回戦 ●板 垣（青森・弘前一）     第５位 

      81kg級  生形 幸誠（赤 崎）   ２回戦 ○室 井（福島・喜多方三） 

                        ３回戦 ○仁 藤（山形・陵南）  

準決勝 ●坂 本（青森・油川）      第３位 

         90kg級  山崎 翔偉（山 田）   ２回戦 ○國 分（福島・本宮一） 

                   ３回戦 ●相 田（山形・高畠一）     第５位 

【女子】個人 44kg級  佐々木麻実（江釣子）  予選リーグ １勝１敗 

（鳩｛青森・湊｝ 大槻｛福島・須賀川三｝） 

                                             第５位 

      48kg級  佐藤亜由美（江釣子）   予選リーグ ２勝 

                        （安藤｛福島・喜多方三｝ 五十嵐｛宮城・古川｝） 

準決勝 ●山 口（青森・弘前一）     第３位 

齋藤明日香（北上・南）  予選リーグ １勝１敗 

                        （佐々木｛宮城・古川北｝ 吉田｛山形・楯岡｝） 

    第５位 



57kg級  千葉ひとみ（北 上）     予選リーグ １勝１敗 

                        （井上｛宮城・条南｝ 三保｛秋田・湯沢南｝） 

    第５位 

 63kg級  鈴木 桃花（大 迫）  予選リーグ １勝１敗 

                        （亀井｛山形・新庄｝ 田子｛福島・江名｝） 

    第５位 

       横濱 花音（北上・南） 予選リーグ １勝１敗 

                        （柴田｛宮城・南郷｝ 小林｛山形・山形四｝） 

    第５位  

 70kg級  後藤 香澄（長 内）  予選リーグ １勝１敗 

                        （相馬｛秋田・男鹿東｝ 髙杉｛青森・鶴田｝） 

    第５位  

       芳賀 美月（金ケ崎）  予選リーグ １勝１敗 

                        （佐藤｛宮城・南小泉｝ 峯田｛山形・山辺｝） 

                                             第５位  

 70kg超級 新沼 りく（高田東）  予選リーグ １勝１敗 

                        （和泉｛宮城・名取一｝ 福島｛山形・萩野｝） 

                                             第５位  

 

    

◆◆◆◆第第第第３３３３７７７７回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校剣道剣道剣道剣道大会大会大会大会                    

８月７日（水）～９日（金）    

岩手県花巻市：花巻市総合体育館      

【男子】 団体戦 紫波第一中学校   

予選リーグ１勝１分け（宮城・みどり台 秋田・天王南） 

               準々決勝 １－３ 西村山朝日（山形）            第５位 

【女子】 団体戦団体戦団体戦団体戦    花巻北花巻北花巻北花巻北中学校中学校中学校中学校            

予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ２２２２勝勝勝勝（（（（山形山形山形山形・・・・朝日朝日朝日朝日    青森青森青森青森・・・・田舎館田舎館田舎館田舎館））））    

                                                            準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝    ３３３３－－－－００００    中央台南中央台南中央台南中央台南（（（（福島福島福島福島））））    

                                                            準決勝準決勝準決勝準決勝        ２２２２－－－－１１１１    勝勝勝勝    平平平平（（（（秋田秋田秋田秋田））））    

決決決決    勝勝勝勝        ２２２２－－－－１１１１    花花花花    巻巻巻巻（（（（岩手岩手岩手岩手））））                                                        優優優優    勝勝勝勝    

     花巻中学校    

予選リーグ２勝（山形・天童四 宮城・小野田） 

               準々決勝 ３－１ 堀 口（青森） 

               準決勝  ３－２ 生保内（秋田） 

決 勝  １－２ 花巻北（岩手）              第２位 

末崎中学校   

予選リーグ１勝１分け（宮城・佐沼 福島・小名浜二） 

               準々決勝 １－２ 勝 平（秋田）              第５位 

     個人戦 及川 杏樹（花巻） 

               １回戦      熊 田（福島・ザベリオ） 

               ２回戦      村 川（青森・大間） 

               ３回戦 

               準々決勝  

               準決勝  コ－  小 松（宮城・青葉） 

               決 勝   －メ 羽 生（秋田・勝平）           第２位 

    

◆◆◆◆第第第第３３３３４４４４回東北中学校相撲大会回東北中学校相撲大会回東北中学校相撲大会回東北中学校相撲大会    

８月６日（火）～８日（木）       

福島県郡山市：郡山相撲場   

【男子】 団体戦 

西根第一中学校 予選 Aブロック ３勝 



決勝トーナメント  

  １回戦  ○ ３－０  大 槻（福島） 

               準々決勝 ● １－２  木 造（青森）           第５位 

     西根中学校   予選 Dブロック ３勝 

決勝トーナメント 

               準々決勝 ○ ２－１  十和田（青森） 

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

    個人戦 １学年 松浦 和啓（西根一） 

           予選リーグ  ３勝０敗 

           １回戦  ○ おしだし  木 村（山形・米沢一） 

           準々決勝 ○ よりたおし 浅 利（秋田・田代）        

準決勝  ○ よりたおし 遊 佐（宮城・米山） 

決 勝  ● あびせたおし 齋 藤（山形・酒田一）      第２位  

長内  龍（西根一） 

           予選リーグ  ３勝０敗 

           １回戦  ○ よりきり  田 中（青森・十和田） 

           準々決勝 ○ よりきり  佐 藤（福島・北会津） 

準決勝  ● よりきり  齋 藤（山形・酒田一）      第３位 

     ２２２２学年学年学年学年    津志田亜睦津志田亜睦津志田亜睦津志田亜睦（（（（西根一西根一西根一西根一））））    

                                            予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ        ３３３３勝勝勝勝００００敗敗敗敗    

                                            １１１１回戦回戦回戦回戦        ○○○○    ひきおとしひきおとしひきおとしひきおとし    石石石石    井井井井（（（（山形山形山形山形・・・・酒田二酒田二酒田二酒田二））））    

                                            準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝    ○○○○    たたきこみたたきこみたたきこみたたきこみ    秋秋秋秋    葉葉葉葉（（（（山形山形山形山形・・・・酒田一酒田一酒田一酒田一））））    

                                            準決勝準決勝準決勝準決勝        ○○○○    つきだしつきだしつきだしつきだし        工工工工    藤藤藤藤（（（（青森青森青森青森・・・・田舎館田舎館田舎館田舎館））））                            

決決決決    勝勝勝勝        ○○○○    おしだしおしだしおしだしおしだし        山山山山    内内内内（（（（青森青森青森青森・・・・十和田十和田十和田十和田））））                        優優優優    勝勝勝勝            

         佐々木健実（大槌） 

           予選リーグ  ３勝０敗 

           ２回戦  ○ うわてなげ 菅 原（宮城・栗駒） 

           準々決勝 ○ うわてなげ 工 藤（山形・三川）       

準決勝  ● よりきり  山 内（青森・十和田）      第３位 

 ３学年 吉田  皇（西根） 

  予選リーグ  ３勝０敗 

  ２回戦  ○ おしたおし 梅 津（福島・会津学鳳） 

  準々決勝 ○ おしだし  髙 橋（秋田・美郷） 

           準決勝  ● したてなげ 長 内（青森・鶴田）     第３位   

        

 

 

◆◆◆◆第第第第２２２２２２２２回東北中学生回東北中学生回東北中学生回東北中学生ホッケーホッケーホッケーホッケー大会大会大会大会 

８月２日（金）～４日（日）  

宮城県栗原市：築館多目的競技場     

【男子】  

沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○５－１ 高瀬・羽後（秋田） 

                       ○７－０ 堀 口（青森） 

                       ○４－０ 栗原西（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○12－０ 川 西（山形） 

        準決勝 ○６－１ 棚 倉（福島) 

        決 勝 ●０－２ 川 口（岩手）     第２位 

                          全国大会出場全国大会出場全国大会出場全国大会出場    

川口川口川口川口中学校中学校中学校中学校                    予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦                            ○○○○２２２２－－－－１１１１    築築築築    館館館館（（（（宮城宮城宮城宮城））））    

                                                                                                                △△△△１１１１－－－－１１１１    棚棚棚棚    倉倉倉倉（（（（福島福島福島福島））））    

                                                                                                                ○○○○１１１１－－－－００００    川川川川    西西西西（（（（山形山形山形山形））））    

決勝決勝決勝決勝トトトトーナメントーナメントーナメントーナメント    １１１１回戦回戦回戦回戦    ○○○○７７７７－－－－００００    堀堀堀堀    口口口口（（（（青森青森青森青森））））    



                                準決勝準決勝準決勝準決勝    ○○○○３３３３－－－－２２２２    栗原西栗原西栗原西栗原西（（（（宮城宮城宮城宮城))))                        

                                決決決決    勝勝勝勝    ○○○○２２２２－－－－００００    沼宮内沼宮内沼宮内沼宮内（（（（岩手岩手岩手岩手））））                    優優優優    勝勝勝勝    

                                                                                                （（（（４４４４年年年年ぶりぶりぶりぶり６６６６度目度目度目度目））））    

                                                                                                        全国大会出場全国大会出場全国大会出場全国大会出場    

            

【女子】 川口川口川口川口中学校中学校中学校中学校                    予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦                            ○○○○４４４４－－－－００００    川川川川    西西西西（（（（山形山形山形山形））））    

                                                                                                                ○○○○４４４４－－－－００００    堀口堀口堀口堀口・・・・三沢一三沢一三沢一三沢一（（（（青森青森青森青森））））    

                                                                                                                △△△△１１１１－－－－１１１１    栗原西栗原西栗原西栗原西（（（（宮城宮城宮城宮城））））    

決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント    １１１１回戦回戦回戦回戦    ○○○○３３３３－－－－００００    築築築築    館館館館（（（（宮城宮城宮城宮城））））    

準決勝準決勝準決勝準決勝    ○○○○２２２２－－－－００００    栗原西栗原西栗原西栗原西（（（（宮城宮城宮城宮城))))                        

                                決決決決    勝勝勝勝    ○○○○３３３３－－－－２２２２    堀口堀口堀口堀口・・・・三沢一三沢一三沢一三沢一（（（（青森青森青森青森））））        優優優優    勝勝勝勝    

（（（（３３３３年連続年連続年連続年連続８８８８度目度目度目度目））））    

全国大会出場全国大会出場全国大会出場全国大会出場    

                    沼宮内中学校    予選リーグ戦       ○５－０ 羽 後（秋田） 

                            ○５－０ 棚 倉（福島） 

                            ○３－１ 築 館（宮城） 

決勝トーナメント １回戦 ○２－１ 川 西（山形） 

        準決勝 ●１－２ 堀口・三沢一（青森） 

        ３決戦 ○３－２ 栗原西（宮城）     第３位 

全国大会出場全国大会出場全国大会出場全国大会出場    

 

 

◆◆◆◆第第第第３３３３５５５５回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校スケート・アイスホッケースケート・アイスホッケースケート・アイスホッケースケート・アイスホッケー競技大会競技大会競技大会競技大会    

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

岩手県盛岡市：岩手県営スケート場 

【男子】  ５００ｍ   吉田晃太郎（乙 部）  １分３０秒２６            第４位 

                         （①45“48 ②44”78） 

             佐藤 寛人（滝沢二）  １分３２秒３３            第５位 

                         （①46“56 ②45”77） 

             内沢 海翔（滝沢二）  １分３２秒５８            第６位 

                         （①46“19 ②46”39） 

１０００ｍ   吉田晃太郎（乙 部）  １分３０秒３９            第３位 

１５１５１５１５００００００００ｍｍｍｍ            山口山口山口山口    知己知己知己知己（（（（滝沢二滝沢二滝沢二滝沢二））））        ２２２２分分分分２０２０２０２０秒秒秒秒８６８６８６８６                                                第第第第１１１１位位位位    

             内沢 海翔（滝沢二）  ２分３５秒６７            第５位 

     ３０００ｍ         山口 知己（滝沢二）  ４分３６秒８４            第３位 

             横沢直太郎（滝沢二）  ４分４２秒５０            第４位 

             漆田  陸（滝沢二）  ５分０５秒５６            第６位 

     ５０００ｍ   横沢直太郎（滝沢二）  ８分１１秒７２            第３位 

             漆田  陸（滝沢二）  ８分３９秒６７            第５位 

             紺野 元暉（滝沢二）  ９分０４秒１４            第６位 

【【【【女子女子女子女子】】】】        ５００５００５００５００ｍｍｍｍ            熊谷熊谷熊谷熊谷        萌萌萌萌（（（（滝沢二滝沢二滝沢二滝沢二））））        １１１１分分分分３１３１３１３１秒秒秒秒７１７１７１７１                                                第第第第１１１１位位位位    

                                                                                                    （（（（①①①①46464646““““11111111    ②②②②45454545””””60606060））））                                    大会新大会新大会新大会新    

                                                    星野帆乃華（葛 巻）  １分４０秒００            第６位 

                         （①49“42 ②50”38） 

        １０００１０００１０００１０００ｍｍｍｍ      熊谷熊谷熊谷熊谷        萌萌萌萌（（（（滝沢二滝沢二滝沢二滝沢二））））        １１１１分分分分３３３３３３３３秒秒秒秒８５８５８５８５                                                第第第第１１１１位位位位    

             星野帆乃華（葛 巻）  １分３７秒７８            第３位 

     １５００ｍ   村上  諒（乙 部）  ２分４５秒３６            第５位 

     ３０００ｍ   岩渕 李奈（黒石野）  ５分５１秒１４            第６位 

 

《《《《フィギュアスケートフィギュアスケートフィギュアスケートフィギュアスケート競技競技競技競技》》》》                                                                                １１月３０日（土）～１２月１日（日） 

岩手県盛岡市：盛岡市アイスアリーナ 

【女子】 Ｂクラス    畠山 桜子（岩大附属）   ３５．９０点        第２位 



ＣＣＣＣクラスクラスクラスクラス                太田原菜緒太田原菜緒太田原菜緒太田原菜緒（（（（黒石野黒石野黒石野黒石野））））                ４０４０４０４０．．．．６８６８６８６８点点点点                                第第第第１１１１位位位位    

アルアリアシー・らみ亜（花巻北）３４．３７点        第４位 

齊藤 友奈（厨 川）    ３４．２７点        第５位 

             千葉 花生（岩大附属）   ３３．８１点        第６位 

    

《《《《アイスホッケーアイスホッケーアイスホッケーアイスホッケー競技競技競技競技》》》》                                                                                        １２月２１日（土）～２２日（土） 

福島県郡山市：磐梯熱海アイスアリーナ 

【男子】 １回戦        岩手県選抜   ○  ２－１ 宮城県選抜（宮城） 

準決勝        岩手県選抜   ●  ０－６ 八戸二（青森）  第３位 全国大会出場  

 

 

◆◆◆◆第第第第５０５０５０５０回東北中学校回東北中学校回東北中学校回東北中学校スキースキースキースキー大会大会大会大会    

                                                                    １月２４日（金）～２６日（日） 

青森県大鰐町：大鰐温泉スキー場 雨池コース（ＡＰ） 

青森県大鰐町：大鰐温泉スキー場 青森あじゃらクロスカントリーコース（ＸＣ） 

秋田県鹿角市：花輪スキー場 花輪シャンツェ・クロスカントリーコース（ＳＪ・ＮＣ） 

【男子】 ジャイアントスラローム    吉田 海夢（盛岡河南）   ２分０６秒９５    第３位 

             （①63秒 96，②62秒 99） 

下川原涼太（九戸）     ２分０４秒６９    第７位 

             （①66秒 31，②64秒 16） 

     スラローム          吉田 海夢（盛岡河南）   １分５１秒２３    第２位 

             （①55秒 53，②55秒 70） 

高橋  詠（山目）     １分５７秒４９    第４位 

             （①59秒 06，②58秒 43） 

クロスカントリークラシカル  髙橋 雅矢（松尾）    １５分０２秒９     第５位 

林尻  剛（雫石）    １５分０８秒９     第７位 

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

   １時間００分３６秒０     第６位 

                    奥中山中学校（目時・釜石・上山・中嶋） 

   １時間００分４６秒４     第７位 

     ノルディックコンバインド            工藤 颯悠（安代） タイム差 １分４５秒９    第３位 

飛躍９４．５点④ 距離１４分３７秒１③ 

                    森  鷲太（松尾） タイム差 ３分４１秒２    第８位 

飛躍８９．４点⑥ 距離１６分１１秒４⑪ 

【女子】 ジャイアントスラローム    佐藤 史佳（岩大附属）   ２分１３秒２３    第６位 

                            （①66秒 73，②66秒 50） 

                    早川  和（岩大附属）   ２分１３秒４８    第７位 

                            （①66秒 67，②66秒 81） 

     スラローム          早川  和（岩大附属）   ２分０８秒０８    第２位 

                            （①60秒 80，②67秒 28） 

我妻 莉生（松園）     ２分１３秒３６    第８位 

                            （①64秒 74，②68秒 62） 

     クロスカントリーリレー    雫石中学校（藤本・高橋・米田） 

                                 ２８分２６秒１     第７位 

【共通】 スペシャルジャンプ      工藤 颯悠（安代）      ９３．０点     第３位 

                     （①４５．０ｍ ９３．０点 ②コンディション不良で打ち切り） 

齋藤  豊（安代）      ８４．６点     第６位 

                     （①４２．０ｍ ８４．６点 ②コンディション不良で打ち切り） 

高橋 佳佑（滝沢）      ８３．７点     第７位 

                     （①４１．５ｍ ８３．７点 ②コンディション不良で打ち切り） 


