
平成２５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４０回全日本中学校陸上競技選手権大会 

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

愛知県名古屋市：瑞穂公園陸上競技場 

【男子】 ４×１００ｍＲ  石鳥谷中学校      予 選１組４位      ４４秒４２  

             （伊藤・鎌田・菊池・成田）準決勝２組７位      ４４秒１０   落 選 

     ４００ｍ     吉田 航平（下小路）  予 選４組７位      ５３秒３７   落 選 

              種綿  崚（見前南）  予 選８組１位      ５１秒１３  

                          準決勝２組８位      ５１秒９９   落 選 

     １５００ｍ    八重樫 涼（滝沢二）  予 選６組４位    ４分０８秒０１   落 選 

              佐藤 慎巴（北 上）  予 選７組６位    ４分０９秒４３   落 選 

     １１０ｍＨ    大内 豪樹（水 沢）  予 選８組２位      １４秒８８    

                          準決勝１組８位      １４秒９９   落 選 

     棒高跳      並岡 真生（北 上）  予 選１組３位       ４ｍ２０   

                          決 勝           ４ｍ３０ 第 ５ 位 

【女子】 ４×１００ｍＲ  北陵中学校       予 選３組４位      ５０秒２１   

            （高橋・佐々木・鈴木・小山）準決勝１組８位      ５０秒２９   落 選 

走幅跳      黒澤 果令（下小路）  予 選１組３０位      ５ｍ１０   落 選 

         浜田 実姫（北上南）  予 選２組３４位      ４ｍ８１   落 選 

         吉田 桃子（見 前）  予 選２組               記録なし 

 

                                                    

◆第５３回全国中学校水泳競技大会 

８月２１日（水）～２３日（金） 

静岡県静岡市：静岡県立水泳場          

＜競泳＞ 

【男子】 １５００ｍ自由形  渡辺 大将（山目）   予 選２３位   １６分５０秒３１   落 選    

               桑添  陸（花巻）   予 選２４位   １６分５２秒１７   落 選 

                           決 勝 位 

１００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属） 予 選２８位    １分０７秒３８   落 選 

２００ｍ平泳ぎ   斉藤 聖隆（岩大附属） 予 選２９位    ２分２３秒５１   落 選 

１００ｍバタフライ 一戸 元喜（下小路）  予 選１３位      ５７秒９０   落 選 

２００ｍバタフライ 一戸 元喜（下小路）  予 選１４位    ２分０８秒２０   落 選 

４００ｍ個人メドレー 

          保坂 誠也（黒石野）  予 選３７位    ４分４６秒２４   落 選 

＜飛込＞                     

【男子】 

     高飛込       杉村 征導（北松園）  予 選１８位    ２５９．４５点   落 選 

     板飛込       杉村 征導（北松園）  予 選２１位    ２７３・００点   落 選 

 

 



◆第４３回全国中学校バスケットボール大会 

８月２２日（木）～２５日（日） 

静岡県浜松市 他：浜松アリーナ 他 

【男子】 桜町中学校   予選Ａリーグ ●６５－７５  東海第四中（北海道） 

○６８－４３  久米中（愛媛）     決勝トーナメント進出 

             決勝Ｔ１回戦 ●５１－５６  布水中（石川）          ベスト１６ 

 

 

◆第４３回全国中学校サッカー大会 

８月１９日（月）～２４日（土） 

岐阜県大垣市 他：大垣市浅中公園総合グランド 他 

【男子】 遠野中学校     １回戦  ○２－１ 賢明学院中（大阪） 

２回戦  ○２－１ 東海中（茨城） 

準々決勝 ●１－２ 伊達中（北海道）            第 ５ 位 

 

     東水沢中学校    １回戦  ○２－０ 八軒中（北海道） 

２回戦  ○３－１ 総社東中（岡山） 

準々決勝 ●０－４ 帝京大可児中（岐阜）          第 ５ 位 

                      

 

◆第４２回全国中学校ハンドボール大会 

８月２０日（火）～２３日（金） 

愛知県豊田市： スカイホール豊田    

【女子】 見前中学校     １回戦  ●１５－２２ 山梨北中（山梨）          １回戦敗退 

                       

 

◆第４４回全国中学校体操競技選手権大会 

８月２３日（金）～２５日（日） 

岐阜県岐阜市：岐阜メモリアルであいドーム 

【男子】 団体  北陵中学校（菊池・阿部・竹田・佐藤）１５２．４００点            １３位 

 

個人  千葉 天斗（山目） 総合       ７４．０７５点            ４０位 

                   床        １８．５７５点            ５４位   

                   鞍馬       １８．６００点            ２６位 

                   跳馬       １８．５５０点            ３６位   

                   鉄棒       １８．３５０点            ５９位 

    菊池 駿馬（北陵） 総合       ７２．３００点            ６４位 

                   床        １８．３５０点            ６３位   

                   鞍馬       １６．８００点            ８４位 

                   跳馬       １８．５００点            ４０位   

                   鉄棒       １８．６５０点            ４２位 

    阿部 海人（北陵） 総合       ６１．８００点           １０２位 

                   床        １５．９００点           １０２位   

                   鞍馬       １２．５５０点           １０４位 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



跳馬       １７．２５０点            ９５位   

                   鉄棒       １６．１００点           １０１位 

竹田 幸生（北陵） 総合       ５９．７５０点           １０４位 

                   床        １６．３００点           １００位   

                   鞍馬       １２．１００点           １０５位 

                   跳馬       １７．２００点            ９８位   

                   鉄棒       １４．１５０点           １０５位 

佐藤 龍生（北陵） 総合       ５６．３５０点           １０６位 

                   床        １４．７００点           １０５位   

                   鞍馬       １１．２００点           １０７位 

                   跳馬       １６．８５０点           １０３位   

                   鉄棒       １３．６００点           １０６位 

 

 

◆第４３回全日本中学校バレーボール選手権大会 

８月１８日（日）～２１日（水） 

愛知県岡崎市：岡崎中央総合公園総合体育館 他 

【男子】 金ケ崎中学校  予選グループ戦 ○２－０ 市川中（山梨）       決勝トーナメント進出 

             決勝 T１回戦  ○２－０ 市川中（山梨） 

                ２回戦  ●０－２ 渕江中（東京）            ベスト１６ 

 見前南中学校  予選グループ戦 ●０－２ 久保中（三重） 

                     ●１－２ 下山中（新潟）        予選グループ戦敗退 

                          

 

◆第４４回全国中学校ソフトテニス大会 

８月１９日（月）～２１日（水） 

愛知県一宮市：一宮市テニス場    

【男子】 個人 菅原 寛汰・及川 太希（前沢中） 

              １回戦  ○４－１ 相馬・渡邊（栃木・小山二中）    

              ２回戦  ●３－４ 近藤・森（岡山・備前中）         ２回戦敗退 

 

 

◆第４４回全国中学校卓球大会 

８月１７日（土）～２０日（火） 

岐阜県岐阜市：岐阜メモリアルセンターであいドーム 

【男子】 団体 花巻北中学校 １次リーグ  ●１－４ 湖北中（島根） 

                      ○４－１ 相森中（長野）       予選グループ戦敗退 

個人 吉田 俊暢（花巻北中） 

              １回戦  ○３－０ 金光（岡山・京山中）           

２回戦  ○３－０ 田中（東京・尾久八幡中） 

３回戦  ○３－１ 谷（三重・久居中） 

４回戦  ●０－３ 竹﨑（山口・野田学園中）         ベスト１６ 

 

     

     



◆第４３回全国中学校バドミントン大会 

                                                 ８月１７日（土）～２０日（火） 

静岡県富士宮市：富士宮市民体育館  

【女子】 個人 藤井  愛（湯口中） 

       ２回戦  ●０－２ 平野（福岡・九州国際付中）        ２回戦敗退 

 

 

◆第３５回全国中学校ソフトボール大会 

                                                 ８月１７日（土）～２０日（火） 

三重県津市 他：津市河芸グラウンド 他  

【女子】 藤沢中学校    ２回戦 ● ３－５ 翠町（広島）               ２回戦敗退 

 

 

◆第４４回全国中学校柔道大会 

                                                 ８月１８日（日）～２１日（水） 

三重県伊勢市：サンアリーナ        

【男子】 団体 長内中学校 予選リーグ  ●１－３ 常盤中（山口） 

                     ●１－３ 太田中（香川   ）       ０勝２敗で落選 

     個人 ５０㎏級 野田 悦慈（北松園） ２回戦 ○袈裟固  井上（愛媛・今治南中）  

３回戦 ●背負投  清永（大分・戴星学園中） 

ベスト１６ 

５５㎏級 伊藤 寛純（久 慈） １回戦 ○優 勢  横幕（岐阜・岐阜西中）  

                ２回戦 ●優 勢  内田（千葉・御滝中） ２回戦敗退 

        ６０㎏級 佐々木制剛（盛岡河南）２回戦 ○優 勢  大野（京都・八条中）  

３回戦 ●優 勢  青木（神奈川・相洋中）ベスト１６ 

        ６６㎏級 猿舘 省吾（大 宮） １回戦 ●合 技  田中（奈良・広陵中） １回戦敗退 

        ７３㎏級 日形井奏太（長 内） １回戦 ●優 勢  深江（長崎・南山中） １回戦敗退 

        ８１㎏級 生形 幸誠（赤 崎） １回戦 ●払 腰  北條（岡山・琴浦中） １回戦敗退  

        ９０㎏級 山崎 翔偉（山 田） １回戦 ●優 勢  黒松（東京・日本学園）１回戦敗退 

        ９０㎏超 杉浦 龍瑠（東 和） １回戦 ●横四方固 北川（滋賀・田上中） １回戦敗退 

【女子】 団体 長内中学校  予選リーグ  ●０－３ 帝京中（東京） 

                      ○２－１ 舞鶴中（鹿児島）        １勝１敗で落選 

     個人 ４０㎏級 佐藤 瑠夏（江刺一） １回戦 ●合わせ技 松浦（岐阜・岐阜西中）１回戦敗退 

４４㎏級 四役 柚華（長 内） １回戦 ●優 勢  南（石川・笠間中）  １回戦敗退 

        ４８㎏級 佐藤亜由美（江釣子） ２回戦 ○優 勢  藤井（滋賀・守山中） 

３回戦 ●優 勢  溝口（宮崎・小林中） ベスト１６ 

５２㎏級 石舘  泉（宮古二） １回戦 ●優 勢  宮下（静岡・富士学苑）１回戦敗退 

        ５７㎏級 千葉ひとみ（北 上） １回戦 ●優 勢  中村（和歌山・湯浅中）１回戦敗退 

        ６３㎏級 横濵 花音（北上・南）１回戦 ○合わせ技 成松（岡山・岡輝中） 

２回戦 ●内 股  和田（愛知・大成中） ２回戦敗退 

        ７０㎏級 後藤 香澄（長 内） １回戦 ●優 勢  石井（三重・一身田中）１回戦敗退 

        ７０㎏超 新沼 りく（高田東） １回戦 ○横四方固め 河俣（京都・伏見中） 

２回戦 ●優 勢  大田（広島・熊野東中）２回戦敗退 

 

 



◆第４３回全国中学校剣道大会 

８月１７日（土）～１９日（月） 

静岡県浜松市：浜松アリーナ         

【男子】 団体 花巻中学校   予選リーグ ●２－３ 中部中（静岡） 

                      △２－２ 鳥取東中（鳥取）        １敗１分で落選 

     個人 皆川 真武（花 泉）   １回戦● －メ   松田（静岡・高洲中）    １回戦敗退 

滝沢  玲（小鳥谷）   ２回戦○ メメ－メ 松村（栃木・小山三中） 

                     ３回戦● －メ   森本（和歌山・貴志川中）  ３回戦敗退 

【女子】 団体 花巻中学校   予選リーグ ○３－２ 若草中（奈良） 

                      ●０－１ 三股中（宮崎）         １勝１敗で落選 

     個人 瀬戸 若葉（花巻北）   １回戦● －メ   杉野（愛媛・東予東中）   １回戦敗退   

髙野橋香恋（花 巻）   １回戦● －メ   野中（兵庫・大蔵中）    １回戦敗退 

 

 

◆第４３回全国中学校相撲大会 

８月１７日（土）～１８日（日）  

岐阜県岐南町：岐南町スポーツセンター 

【団体】 西根第一中学校    予選１回戦  ○ ３－０ 豊岡中（群馬）              

                予選２回戦  ○ ２－１ 有喜中（長崎） 

                予選３回戦  ● １－２ 呉羽中（富山）    決勝トーナメント進出 

                決勝Ｔ１回戦 ○ ２－１ 交野三中（大阪） 

２回戦 ○ ２－１ 宇土鶴城中（熊本） 

準々決勝○ ２－１ 酒田一中（山形） 

準決勝 ○ ２－１ 木造中（青森） 

決 勝 ● １－２ 犀生中（石川）          準 優 勝 

【個人】 津志田亜睦（西根一） 予選１回戦  ● おしだし    大木（埼玉・黒須中） 

                予選２回戦  ○ おしだし    磯（鹿児島・古仁屋中） 

                予選３回戦  ○ つきおとし   辻（岡山・高島中） 

   決勝トーナメント進出 

                決勝Ｔ２回戦 ○ ひきおとし   庄司（富山・呉羽中）  

３回戦 ● よりきり    長谷川（愛知・愛知工大付中） 

３回戦敗退 

吉田  皇（西 根） 予選１回戦  ○ おしだし    大久保（京都・春日丘中） 

                予選２回戦  ○ よりきり    田辺（佐賀・佐志中） 

                予選３回戦  ● うわてなげ   石崎（高知・明徳義塾中） 

決勝トーナメント進出 

決勝Ｔ１回戦 ● おしだし    飯田（愛知・大口中）  １回戦敗退 

     松浦 裕介（西根一） 予選１回戦  ○ したてなげ   井田（和歌山・簑島中） 

                予選２回戦  ● おしだし    干場（石川・鳴和中） 

                予選３回戦  ○ よりたおし   鈴木（静岡・錦田中） 

決勝トーナメント進出 

決勝Ｔ２回戦 ● よりきり    大木（埼玉・黒須中）  ２回戦敗退 

 

 

 



◆第４３回全国中学校ホッケー選手権大会 

                                                    ８月１７日（土）～１９日（月） 

岐阜県各務原市：グリーンスタジアム    

【男子】 沼宮内中学校  予選リーグ  ●３－６ 伊吹山中（滋賀） 

                    ○５－４ 大谷中（富山） 

       決勝トーナメント １回戦 ●１－５ 朝日中（熊本）            1回戦敗退 

     川口中学校  予選リーグ   ●２－３ 織田中（福井） 

                    △１－１ 美杉台中（埼玉） 

       決勝トーナメント １回戦 ●１－６ 津沢中（富山）            １回戦敗退 

【女子】 川口中学校  予選リーグ   ○６－０ 巻東中（新潟） 

                    △２－２ 横田中（島根）  

決勝トーナメント １回戦 ●２－３ 蟹谷中（富山）            1回戦敗退 

沼宮内中学校   予選リーグ ●０－２ 朝日中（福井） 

               ○６－１ 美杉台中（埼玉） 

       決勝トーナメント １回戦 ○３－２ 八頭中央中（鳥取） 

               準々決勝 ●１－２ 堀口・三沢一中（青森）        第 ５ 位 

 


