
平成２６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３５回東北中学校陸上競技大会      

８月８日（金）～９日（土） 

福島県郡山市：開成山陸上競技場 

【男子】 遠野中学校 総合 第２位 

     共通２００ｍ 齋藤 幹央（滝沢南）             ２３“２２  第７位 

共通４００ｍ 熊谷  禄（見前）             ５０“２６  第２位 

     共通８００ｍ 吉田 優斗（見前）             １‘５９“５６  第１位 

   川村 優太（下小路）            ２‘００“２９  第２位 

   矢作 寛人（見前南）            ２‘０４“３７  第８位 

１年１５００ｍ 佐々木 塁（盛岡河南）           ４‘１２“７６  第１位 

            ＜東北中学新記録・大会新記録＞ 

       杉田 真英（雫石）             ４‘２４“５７  第３位 

   熊谷 龍一（久慈）        ４‘２８“３７  第６位 

     ２・３年１５００ｍ 及川 雄誌（遠野）             ４‘１０“１７  第３位 

   中村 真樹（久慈）             ４‘１２“５４  第４位 

共通３０００ｍ  菊池  秦（遠野）             ８‘５９“５４  第４位 

  野口 一穂（種市）          ９‘０３“１７  第８位 

共通１１０ｍＨ  鈴木 泰広（遠野）              １５“３３  第７位 

共通走高跳    郷右近 駿太（水沢南）            １ｍ８０  第５位 

共通棒高跳    新田 峻介（東陵）              ３ｍ８０  第４位 

共通走幅跳 佐々木 幹斗（沼宮内）   ６ｍ５６  第３位 

砲丸投  佐藤 文哉（岩大附属）    １２ｍ８２   第４位 

  小島 雅貴（大原）        １２ｍ２１    第８位 

 

【女子】 北陵中学校 総合 第２位 

 石鳥谷中学校 総合 第３位 

 １年１００ｍ 佐々木 雅（北陵）       １２“９４ 第２位 

   佐々木 慧（石鳥谷）      １３“２５ 第５位 

２年１００ｍ 高橋 知里（下小路）            １３“１３ 第８位 

３年１００ｍ 山田 美来（福岡）             １２“４５ 第２位 

     共通２００ｍ  小山 奈月（北陵）             ２６“１７ 第２位 

   阿邉 いつき（石鳥谷）      ２６“５４ 第５位 

     共通８００ｍ   熊谷 百花（田野畑）            ２‘１５“６７ 第４位 

   宍戸 笑理亜（矢巾北）     ２‘１５“８３ 第５位 

１年１５００ｍ 錦戸 楓南（下橋）             ４‘４６“０５ 第１位 

  志田 美陽（花巻）           ４‘４８“４５ 第４位 

        佐藤  陽（西南）             ４‘５０“５４    第８位 

２・３年１５００ｍ 鈴木 樺連（室根）             ４‘３６“３０    第２位 

共通４００ｍＲ 石鳥谷（佐々木慧・佐々木舞・菊池・阿邉） ５０“３２ 第２位 

  北陵（高橋・小山・姉帯・佐々木）      ５０“４０ 第３位 

共通走高跳 熊谷 奈保（江釣子）             １ｍ４８  第６位 

  葛巻 美波（厨川）        １ｍ４８  第８位 

     共通走幅跳 佐藤 真優（江釣子）             ５ｍ２５  第６位 

              黒澤 果令（下小路）             ５ｍ１６  第７位 

     共通砲丸投    野場 知聡（侍浜）             １２ｍ３５ 第３位 

共通四種競技   今野 萌香（有住）             ２４３３点 第４位 

  姉帯 舞華（北陵）       ２２０８点 第８位 

 

 



◆第４６回東北中学校水泳競技大会       

８月９日（土）～１１日（月） 

青森県青森市：青森県総合運動公園プール 

【男子】 学校対抗      大宮中学校              ６１点      第１位 

５０ｍ自由形    畠山 侑亜（仙北）            ２６“８６  第８位 

１００ｍ自由形   畠山 侑亜（仙北）            ５６“５１  第３位 

     ４００ｍ自由形   三浦 悠世（一関一附属）       ４‘２８“８６  第８位 

１５００ｍ自由形  高嶋龍太郎（大宮）         １７‘０９“０３  第４位 

     １００ｍ背泳ぎ   小笠原伊吹（大宮）          １‘０５“５０  第５位 

               荒谷伊武樹（福岡）          １‘０６“０５  第７位 

     ２００ｍ背泳ぎ   小笠原伊吹（大宮）          ２‘２０“８５  第５位 

     １００ｍ平泳ぎ   島野 悠平（大宮）          １‘０８“３１  第３位 

               千田 涼人（北上南）         １‘１０“３５  第８位 

     ２００ｍ平泳ぎ   島野 悠平（大宮）          ２‘２７“９２  第３位 

               千田 涼人（北上南）         ２‘３３“２７  第７位 

     １００ｍバタフライ 千葉 悠生（山目）          １‘０１“３３  第６位 

     ２００ｍバタフライ 千葉 悠生（山目）          ２‘１４“１７  第３位 

     ４００ｍ個人Ｍ   佐々木悠斗（大宮）          ４‘５９“７１  第８位 

     ４００ｍＲ     大宮（佐々木・柳原・高嶋・久保田）  ３‘５３“０８  第１位 

               福岡（荒谷宇・酒井・荒谷伊・大西）  ４‘００“０３  第８位 

４００ｍＭＲ    大宮（小笠原・島野・柳原・久保田）  ４‘１６“７１  第１位 

               福岡（荒谷伊・高瀬・酒井・荒谷宇）  ４‘２１“０６  第４位 

山目（辻山・瀬川・千葉・西）     ４‘２３“５１  第５位 

 

【女子】 ５０ｍ自由形    千葉すみれ（山目）            ２７“８８  第５位 

               千葉 栞奈（水沢南）           ２８“７８  第８位 

     １００ｍ自由形   千葉すみれ（山目）            ５９“９７  第２位 

               千葉 栞奈（水沢南）         １‘０１“７９  第８位 

     ２００ｍ自由形   中島千咲代（滝沢南）         ２‘０８“３７  第２位 

阿部ひまわり（江釣子）        ２‘１４“５９  第７位 

     ４００ｍ自由形   中島千咲代（滝沢南）         ４‘２６“０６  第２位（中学新） 

               及川 美翔（北上北）         ４‘３７“５６  第６位 

８００ｍ自由形   及川 美翔（北上北）         ９‘２１“９６  第４位 

     １００ｍバタフライ 田中 沙羅（花巻）          １‘０５“３２  第３位 

               千葉 美南（水沢南）         １‘０８“００  第８位 

２００ｍバタフライ 田中 沙羅（花巻）          ２‘２０“９３  第３位 

２００ｍ個人Ｍ   青木  愛（飯豊）          ２‘２８“８９  第３位 

４００ｍ個人Ｍ   青木  愛（飯豊）          ５‘１１“９５  第２位 

 

 

 

◆第４４回東北中学校バスケットボール大会   

８月８日（金）～１０日（日） 

岩手県盛岡市：盛岡市アイスアリーナ 

        岩手県営体育館 

【男子】 巻堀中学校 予選リーグ Aブロック 

●３３－５２ 山王（秋田） 

●３８－８１ 住吉台（宮城） 

 北上中学校 予選リーグ Dブロック 

    ●６０－６４ 岳陽（福島） 

    ●４７－６３ 横手明峰（秋田） 

 



【女子】 花巻中学校  予選リーグ Bブロック 

●３４－４５ 山形四（山形）          

●４１－７０ 大越（福島） 

 盛岡白百合学園 予選リーグ Cブロック 

    ●３６－５３ 郡山三（福島） 

    ●６３－７４ 津軽（青森） 

 

 

 

◆第３５回東北中学校サッカー大会   

８月５日（火）～７日（木） 

岩手県盛岡市：盛岡南球技場 

【男子】 北上南中学校    １回戦   ●１－２ 中郷（青森） 

遠野中学校     準々決勝  ○７－０ 八木山（宮城） 

               準決勝   ●１－３ 青森山田（青森）          第３位 

               代表決定戦 ●１－２ 大曲（秋田）         

 

  

 

◆第４３回東北中学校ハンドボール大会   

８月５日（火）～７日（木） 

福島県石川町：石川町総合体育館 

【男子】 矢巾北中学校 １回戦 ●２２－２９ 東根第一（山形）          

     下小路中学校 ２回戦 ○２２－１８ 甲東（青森） 

       準決勝 ●１５－１６ 尾花沢（山形）   第３位 

【女子】 大宮中学校 １回戦 ○２５－２２ 東根第一・玉野（山形） 

２回戦 ●１４－２２ 本宮第一（福島） 

矢巾中学校 ２回戦 ○２９－１５ 尾花沢（山形） 

           準決勝 ○３７－３３ 湯沢北（秋田） 

       決勝 ●２１－２３ 本宮第一（福島）  準優勝 

 

 

 

◆第４３回若鷲旗争奪東北中学校野球大会   

８月６日（水）～８日（金） 

福島県福島市：信夫ヶ丘球場 

【男子】 岩泉中学校 １回戦 ◯ ４－３  車力（青森） 

   ２回戦 ● １－２  高畠第一（山形） 

 久慈中学校 ２回戦 ● ３－５  山形第九（山形） 

  

 

 

◆第４３回東北中学校体操競技・新体操選手権大会 

体操競技 ８月４日（月）～６日（水） 

    山形県酒田市：酒田市国体記念体育館 

新体操  ８月３日（日）～５日（火） 

                           山形県天童市：山形県総合運動公園体育館 

＜体操競技＞  

【男子】 山目中学校 団体総合（千葉天・千葉叶・岩田） １４０．８７５点  第３位 

     個人総合  千葉 天斗（山目）       ７５．３５０点     第３位 

                                          ＜全国大会出場＞ 

     種目別  床 千葉 天斗（山目）       １８．１５０点  第４位 



          鞍馬 千葉 天斗（山目）       １９．３７５点     第３位 

跳馬 千葉 天斗（山目）   １９．０５０点     第２位 

 二階堂 颯哉（下橋）  １８．５５０点  第６位 

          鉄棒 千葉 天斗（山目）        １８．７７５点     第３位 

 

【女子】 団体総合  花巻中学校（佐賀・齊藤・照井） １０８．０５０点  第２位 

＜全国大会出場＞ 

種目別  跳馬 齊藤 瑞希（花巻）   １２．９００点  第３位 

  千葉せれが（山目）   １２．８５０点  第５位 

  平均台 齊藤 瑞希（花巻）   １３．３５０点  第３位 

   照井 梓月（花巻）   １２．５００点  第５位 

  平行棒 齊藤 瑞希（花巻）   １０．０００点  第６位 

  床 齊藤 瑞希（花巻）   １２．８００点  第１位 

   越前 春菜（下小路）  １１．６５０点  第６位 

 

＜新体操競技＞ 

【男子】 滝沢南中学校 団体総合   １７．７５０     優勝＝３年連続 10度目 

               （太田・渡辺・山口・松本・熊谷・赤石・宮本・西村）       

 

【女子】 北陵中学校 団体総合    ７・４５０ 

               （斉藤・岩﨑・小笠原・澤口・田井・田中）           第８位 

      

 

 

◆第４４回東北中学校バレーボール大会 

８月８日（金）～１０日（日） 

  宮城県利府町：セキスイハイムスーパーアリーナ  

【男子】 金ケ崎中学校 ２回戦 ○ ２－１  西川（山形） 

            準々決勝 ○ ２－０  藤間（福島） 

             準決勝 ○ ２－０  小野（福島）  

決 勝 ◯ ２－１  横手北（秋田）          優勝＝初優勝 

                                          ＜全国大会出場＞ 

見前南中学校 １回戦 ○ ２－０  小牛田・不動堂（宮城） 

             準々決勝 ● ０－２  陵西（山形）             

 

【女子】 厨川中学校 ２回戦 ○ ２－０  鶴岡第四（山形） 

           準々決勝 ◯ ２－０  多賀城（宮城） 

   準決勝 ● ０－２  三沢第一（青森）  第３位 

            ＜全国大会出場＞ 

 大船渡第一中学校 ２回戦 ● ２－１  稲垣（青森） 

                    

 

 

◆第４２回東北中学校ソフトテニス大会 

８月８日（金）～１０日（日） 

山形県天童市：山形県総合運動公園テニスコート 

【男子】 団体戦  黒石野中学校 予選リーグ １勝１敗 

    －決勝トーナメント－ 

    １回戦 ● ０－２ 前沢（岩手） 

前沢中学校 予選リーグ ２勝 

    －決勝トーナメント－ 

    １回戦 ◯ ２－０ 黒石野（岩手） 



    準決勝 ● ０－２ 西郷一（福島） 

 

個人戦 玉山 隼・鈴木 渓太（上野）  

２回戦  ○  

                ３回戦  ○  

                準々決勝 ○       

                準決勝  ● ４－２ 北野・根本大（福島・西郷一）  第３位 

                                          ＜全国大会出場＞ 

 鈴木 達也・高橋 正徳（前沢）  

２回戦  ○  

                ３回戦  ○  

                準々決勝 ●       

                代表決定戦  ● ０－４ 新沼稜・新沼舜（宮城・中野） 第５位 

 

【女子】 団体戦 前沢中学校 予選リーグ １勝１敗 

    －決勝トーナメント－ 

    １回戦 ● ０－２ 増田（秋田） 

  平泉中学校 予選リーグ １勝１敗 

    －決勝トーナメント－ 

    １回戦 ● １－２ 志波姫（宮城） 

 

個人戦 高橋 紅羽・高橋萌々花（南都田）  

２回戦  ○  

                ３回戦  ○  

                準々決勝 ●       

                代表決定戦  ◯ ４－２ 石井・佐藤（山形・余目） 第４位 

＜全国大会出場＞ 

 菊池 由季・佐藤 花音（北上）  

２回戦  ○  

                ３回戦  ○  

                準々決勝 ●       

                代表決定戦  ● １－４ 斎藤・富樫（山形・立川） 第５位 

 

      

 

◆第４４回東北中学校卓球大会 

８月８日（金）～１０日（日） 

  秋田県秋田市：秋田県立体育館 

【男子】 団体戦 花巻北中学校 予選リーグ ４勝 

１回戦 ◯ ３－２ 平三（福島） 

    準決勝 ◯ ３－１ 大東（岩手） 

    決勝 ● １－３ 青森山田（青森）  第２位 

            ＜全国大会出場＞ 

大東中学校 予選リーグ ４勝 

  １回戦 ○ ３－２ 南部（青森） 

                準決勝 ● １－３ 花巻北（岩手）  第３位 

                                          ＜全国大会出場＞ 

  石鳥谷中学校 予選リーグ ２勝２敗 

 

     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 西村（青森・青森西） 第５位 

                                     ＜全国大会出場＞ 

【女子】 団体戦 花泉中学校 予選リーグ ３勝１敗 

    １回戦 ● ２－３ 矢島（秋田） 

  矢巾中学校 予選リーグ ４敗 

  上野中学校 予選リーグ ４敗 

 

 

 

◆第３５回東北中学校バドミントン大会 

８月１日（金）～３日（日） 

福島県会津若松市：あいづ総合体育館 

【男子】 団体戦   前沢中学校 

               １回戦  ● ０－２ 猪苗代（福島） 

見前南中学校 

               １回戦  ○ ２－１ 角田（宮城） 

    準々決勝 ● ０－２ 東和（福島） 

個人戦     

     ダブルス   伊東 望・三浦 大（千厩） 

               １回戦  ○ 

               準々決勝 ● ０－２ 後藤・家寿多（青森・浪岡）      第５位 

            菅原央稀・立野良樹（水沢南） 

               １回戦  ○ 

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

【女子】 団体戦    北上南中学校 

               １回戦  ● ０－２ 猪苗代（福島） 

            赤崎中学校 

               １回戦  ○ ２－１ 日新（山形） 

               準々決勝 ● １－２ 裏磐梯（福島）            

            矢沢中学校 

               １回戦  ○ ２－０ 弘前一（青森） 

               準々決勝 ○ ２－０ 岩城（秋田） 

    準決勝  ● ０－２ 聖ウルスラ（宮城） 

   ３位決定戦 ◯ ２－０ 裏磐梯（福島）    第３位 

           ＜全国大会出場＞ 

 

 個人戦 

     ダブルス   菊川優月・森田 楓（矢沢） 

               １回戦  ○ 

               準々決勝 ● ０－２ 加藤・遠藤（宮城・聖ウルスラ）     第５位 

            佐々木良幸・市原杏奈（矢沢） 

               １回戦  ○ 

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

 

 

 

◆第４１回東北中学校女子ソフトボール大会   

８月２日（土）～３日（日） 

宮城県東松島市：鷹来の森運動公園 

 

【女子】 東和中学校   １回戦  ○ ６－１  田島（福島） 

           準々決勝 ○ ５－４  能代東（秋田）           



             準決勝  ○ ４－３  湯川（福島） 

              決 勝 ● ３－４  上北（青森）           準優勝 

＜全国大会出場＞ 

千厩中学校 準々決勝 ● ４－５  上北（青森） 

 

【男子】 金ヶ崎中学校 １回戦 ● ６－１０  佐沼（宮城） 

 

 

 

◆第３７回東北中学校柔道大会     

８月６日（水）～８日（金） 

岩手県北上市：北上総合体育館 

【男子】 団体 山田中学校  予選 A組 ０勝２敗（山形：山辺、秋田：男鹿東） 

  大迫中学校  予選Ｃ組 ０勝２敗（山形：上山北、秋田：天王） 

  一戸中学校  予選Ｅ組 ０勝２敗（宮城：湊、福島：郡山六） 

  久慈中学校  予選Ｇ組 １勝１敗（福島：内郷一、青森：鶴田） 

                                              

個人 

55kg級 畠山 立成（久慈）  ２回戦 ○加賀谷（秋田：御野場） 

                        ３回戦 ◯髙橋（青森：青森山田） 

準決勝 ●須藤（宮城：郡山）  第３位 

60kg級 小黒澤 孝介（北松園） ２回戦 ○黒田（山形：上山北） 

                 ３回戦 ●千葉（宮城：石巻湊）  第５位 

  66kg級 佐藤 寛祥（大迫）  １回戦 ◯川島（青森：中里） 

     ２回戦 ◯後藤（山形：高畠三） 

     ３回戦 ◯神庭（福島：西郷一） 

     準決勝 ◯鈴木（宮城：中野） 

     決勝 ●今野（秋田：土崎）  準優勝 

岡澤 真太郎（久慈） ２回戦 ○秋元（山形：神町） 

                    ３回戦 ●鈴木（宮城：富沢）      第５位 

73kg級 伊藤 拓歩（大迫）  ２回戦 ○水野（福島：小名浜二） 

                      ３回戦 ◯鈴木（宮城：石切） 

     準決勝 ●古田（青森：三沢一）  第３位 

90kg級 赤屋敷 幸八（一戸） ２回戦 ○笹原（山形：尾花沢） 

               ３回戦 ●白川（青森：五所川原一）  第５位 

 

【女子】 団体 長内中学校  予選Ｂ組 １勝１敗（山形：戸沢、青森：七戸） 

     －決勝トーナメント－ 

１回戦 ●０－２ 鶴田（青森） 第５位 

  山田中学校  予選Ｃ組 ０勝２敗（宮城：万石浦、福島：名須川三） 

 

個人 

40kg級 佐藤 瑠夏（江刺一） 予選リーグ １勝１敗（齋藤：福島、工藤：青森） 第５位 

鈴木 莉乃（滝沢南） 予選リーグ １勝１敗（藤井：青森、髙橋：山形） 第５位 

44kg級 猿舘 伊吹（大宮）   予選リーグ １勝１敗（平田：青森、渡部：山形） 第５位 

  52kg級 木下 葵（山田）  予選リーグ １勝１敗（工藤：青森、髙橋：宮城） 第５位 

      佐々木 優李（金ケ崎） 予選リーグ １勝１敗（五ノ井：宮城、髙森：福島）第５位 

57kg級 千葉 ひとみ（北上）  予選リーグ ２勝０敗（蓬田：秋田、青柳：山形）  

    －決勝トーナメント－ 

    準決勝 ●大堀（福島：喜多方三）  第３位 

63kg級 鈴木 胡桃（大迫）  予選リーグ ２勝０敗（望月：福島、柴田：宮城）  

    －決勝トーナメント－ 



    準決勝 ●小林（山形：山形四）  第３位 

 佐藤 千芽（大迫）  予選リーグ １勝１敗（小林：福島、宮崎：青森） 第５位 

70kg級 後藤 香澄（長内）  予選リーグ １勝１敗（渡部：福島、神保：山形） 第５位  

70kg超級 芳賀 美月（金ケ崎） 予選リーグ １勝１敗（阿部：宮城、高橋：青森）  

    －決勝トーナメント－ 

    準決勝 ●佐藤（秋田：横手南）  第３位 

 

 

 

◆第３７回東北中学校剣道大会     

８月４日（月）～６日（水） 

宮城県仙台市：仙台市体育館 

【男子】 団体戦 滝沢第二中学校 予選Ａブロック １敗１分  予選敗退 

花巻中学校 予選Ｃブロック ２勝０敗  決勝トーナメント進出 

  準々決勝 ●本数負 ２－２ 山王（秋田）   第５位 

飯豊中学校 予選Ｅブロック ０勝２敗  予選敗退 

南城中学校 予選Ｇブロック ０勝２敗  予選敗退 

 個人戦 山口（花巻） ２回戦 ◯ メメ－メ 木村（宮城・茂庭台） 

    ３回戦 ◯  メ－  小林（山形・河北） 

    準々決勝 ●   －メ 及川（秋田・山王）   第５位 

 

【女子】 団体戦 花巻北中学校 予選Ｂブロック ０勝２敗  予選敗退 

南城中学校 予選Ｄブロック １勝１敗  決勝トーナメント進出 

湯本中学校 予選Ｅブロック ０勝２敗  予選敗退 

花巻中学校 予選Ｈブロック １勝１敗  予選敗退 

 

 

 

◆第３４回東北中学校相撲大会 

８月６日（火）～８日（木） 

山形県鶴岡市：鶴岡市小真木原相撲場 

【男子】 団体戦 決勝トーナメント 

土淵中学校 １回戦 ● ０－３ 栗駒（宮城） 

浄法寺中学校 １回戦 ● ０－３ 木造（青森） 

西根第一中学校 準々決勝 ◯ ２－１ 栗駒（宮城） 

 準決勝 ◯ ３－０ 鰺ヶ沢（青森） 

 決勝 ◯ ２－１ 木造（青森）   初優勝 

個人戦  

１学年 桑原 英男（柳沢） 準々決勝 ● すくいなげ 長谷川（山形・酒田四） 第５位 

２学年 長内 龍（西根一） 準々決勝 ◯ よりたおし 浅利（秋田・田代） 

    準決勝 ◯ よりたおし 松浦（岩手・西根一） 

    決勝 ◯ おしだし  佐藤（岩手・西根一）  優勝 

    佐藤 海渡（西根一） 準々決勝 ◯ つきおとし 大高（秋田・田代） 

    準決勝 ● うわてだしなげ 佐藤（福島・北会津） 第３位 

    松浦 和啓（西根一） 準々決勝 ◯ つきおとし 木村（青森・鰺ヶ沢） 

    準決勝 ● よりたおし 長内（西根一）  第３位 

３学年 津志田亜睦（西根一） 準々決勝 ◯ よりきり  佐々木（岩手・大槌） 

    準決勝 ◯ おしだし  田中（青森・鰺ヶ沢） 

    決勝 ◯ つきおとし 秋葉（山形・酒田一）  優勝 

          

 

 



◆第２３回東北中学生ホッケー大会 

８月１日（金）～３日（日） 

秋田県羽後町：羽後町多目的運動広場 

【男子】  

沼宮内中学校 決勝リーグ戦  ○ 

     ○ 

○３－１ 棚倉（福島） 

               ○４－１ 川西（山形） 

     ○１８－１ 高瀬・羽後（秋田） 

     ○３－２ 川口（岩手） 

         【結果】６戦全勝 優勝＝３年ぶり３度目＜全国大会出場＞ 

川口中学校    決勝リーグ戦       ○ 

                           ● 

                           ○１１－１ 築館（宮城） 

      ○８－０ 川西（山形） 

      ●２－３ 沼宮内（岩手） 

      ○７－０ 栗原西（宮城） 

   【結果】４勝２敗 第３位＜全国大会出場＞ 

【女子】 一方井中学校   決勝リーグ戦      △ 

                           ○ 

                           ○４－１ 栗原西（宮城） 

      ○９－０ 川西・米沢四（山形） 

      ○１２－０ 堀口・三沢一（青森） 

      ○３－１ 築館（宮城） 

   【結果】５勝１分 優勝＝４年ぶり５度目＜全国大会出場＞ 

     沼宮内中学校  決勝リーグ戦       ● 

                           △ 

                           ●０－１ 栗原西（宮城） 

                           ●１－３ 棚倉（福島） 

      ●２－３ 川西・米沢四（山形） 

      ○３－０ 堀口・三沢一（青森） 

   【結果】１勝４敗１分 第５位 

 

 

 

◆第３０回東北中学校男子駅伝競走大会     

１１月７日（金）～８日（土） 

岩手県花巻市：日居城野運動公園内周回コース 

【男子】 三崎中学校 

     （小田・大久保・大道・中川・坂本・村塚）        ５９分１０秒    第３位 

 

 

 

◆第３６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＞ 

平成２６年１２月２０日（土）～２２日（月） 

青森県八戸市：八戸市長根公園ハイピングスケートリンク 

【男子】 ５００ｍ  佐藤 寛人（滝沢二） １分２５秒３８  第３位 

（①42.52 ②42.86） ＜大会新＞ 

内沢 海翔（滝沢二） １分２７秒２６  第６位 

（①43.27  ②43.99） 

 １０００ｍ 山口 知己（滝沢二） １分２１秒８３  第１位 



   佐藤 寛人（滝沢二） １分２５秒５４  第４位 

   内沢 海翔（滝沢二） １分３０秒４８  第７位 

 １５００ｍ 山口 知己（滝沢二） ２分０８秒５７  第１位 

 ３０００ｍ 横沢 直太郎（滝沢二） ４分３０秒２９  第２位 

   漆田 陸（滝沢二）  ４分５１秒７８  第５位 

   紺野 元暉（滝沢二） ４分５４秒３２  第６位 

 ５０００ｍ 横沢 直太郎（滝沢二） ７分３８秒７９  第１位 

         ＜大会新＞ 

   漆田 陸（滝沢二）  ８分１３秒４３  第５位 

   紺野 元暉（滝沢二） ８分１５秒３６  第６位 

 

【女子】 ５００ｍ  熊谷  萌（滝沢二） １分２７秒７０  第１位 

（①43.93 ②43.77） ＜大会新＞ 

   星野 帆乃華（葛巻） １分３２秒９４  第５位 

（①46.20 ②46.74）  

１０００ｍ 熊谷  萌（滝沢二） １分２９秒３６  第１位 

         ＜大会新＞ 

   星野 帆乃華（葛巻） １分３６秒８８  第６位 

１５００ｍ 岩渕 李奈（黒石野） ２分３５秒９８  第６位 

  髙橋 桃花（矢巾北） ２分３９秒７２  第７位 

３０００ｍ 岩渕 李奈（黒石野） ５分２０秒０４  第３位 

  髙橋 桃花（矢巾北） ５分３６秒５１  第６位 

 

＜フィギュアスケート＞ 

平成２６年１１月１５日（土）～１６日（月） 

青森県八戸市：テクノルアイスパーク八戸 

【女子】 Ｃクラス  太田原 菜緒（黒石野） ４２．１３点  第６位 

 

＜アイスホッケー＞ 

【男子】 １回戦  岩手県選抜  ◯  １６－０  山形市立蔵王第一中（山形） 

 ２回戦  岩手県選抜  ●  １－１４  三沢中学合同（青森） 

 代表決定戦 岩手県選抜  ●  １－５   宮城県選抜 

 

 

 

◆第５１回東北中学校スキー大会     

平成２７年１月２３日（金）～２５日（日） 

岩手県八幡平市 

ＸＣ）田山クロスカントリーコース 

ＳＪ・ＣＢ）矢神飛躍台・田山クロスカントリーコース 

ＡＬ）安比高原スキー場 

 

【男子】 スラローム  天川 直紀（雫石）  １分３４秒８３ 第３位 

（① 46.08  ②48.75） 

刈田 朋也（沢内）    １分３５秒０４ 第４位 

（①45.73  ②49.31） 

土樋 迅（雫石）     １分３６秒２４ 第７位 

（①45.71  ②50.53） 

ジャイアントスラローム 吉田 匠吾（久慈）  １分４５秒５５ 第３位 

（①53.39  ②52.16） 

下川原 涼太（九戸） １分４６秒４９ 第８位 

（①54.21  ②52.28） 



     クロスカントリーリレー 雫石中学校  ５８分３３秒０ 第６位 

（村田・田邊・橋本・小坂） 

松尾中学校   １時間００分１４秒２ 第８位 

（髙橋永・髙橋求・山本・前川） 

 スペシャルジャンプ  高橋 圭佑（滝沢）  １６８．５点 第７位 

（①88.5  ②80.0） 

森 鷲太（松尾）  １６６．８点 第８位 

（①100.1  ②66.7） 

コンバインドジャンプ 高橋 佳佑（滝沢）  ８８．９点 第６位 

森 鷲太（松尾）  ８７．０点 第７位 

小林 龍尚（松尾）  ８４．７点 第８位 

 コンバインドクロスカントリー 森 鷲太（松尾） タイム差 ２分１５秒４ 第５位 

      （飛躍 87.0点⑦ 距離 13分 24秒 9 ④） 

    小林 龍尚（松尾） タイム差 ２分４５秒９ 第７位 

      （飛躍 84.7点⑧ 距離 13分 46秒 4 ⑦） 

    高橋 佳佑（滝沢） タイム差 ３分１６秒２ 第８位 

      （飛躍 88.9点⑥ 距離 14分 33秒 7 ⑪） 

 

【女子】 ジャイアントスラローム 稲垣 千夏（飯岡）  １分４５秒１３ 第７位 

（①53.59  ②51.54） 

     ３㎞クラシカル  滝沢 日菜（安代）  ８分００秒２ 第２位 

     ３㎞フリー      滝沢 日菜（安代）  ７分５８秒５ 第７位 

上川原 遥（雫石）  ８分００秒０ 第８位 

 クロスカントリーリレー 雫石中学校  ２４分０７秒７ 第３位 

    （高橋・上川原・小田） 

    安代中学校  ２４分３９秒３ 第７位 

    （滝沢・関・齋藤） 

    松尾中学校  ２５分１１秒７ 第８位 

    （高橋・山本・森） 


