
平成２６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４１回全日本中学校陸上競技選手権大会 
                                       ８月１７日（日）～２０日（水） 

香川県丸亀市：香川県立丸亀競技場 

【男子】 ４００ｍ  川又 彰人（滝沢）  予 選９組７位 ５２秒５０ 落選 

 ８００ｍ  吉田 優斗（見前）  予 選９組３位 １分５８秒３２ 

      準決勝２組４位 １分５９秒８４ 落選 

川村 優太（下小路） 予 選７組３位 １分５７秒４９ 

      準決勝２組７位 ２分００秒６５ 落選 

 １５００ｍ 佐藤 慎巴（北上）  予 選４組４位 ４分０９秒６２ 落選 

 ３０００ｍ 佐藤 慎巴（北上）  予 選１組３位 ８分４６秒８８ 

      決 勝  ８分５７秒８８ １２位 

   野口 一穂（種市）  予 選２組６位 ８分５３秒９１ 落選 

   菊池 秦 （遠野）  予 選４組１１位 ９分０５秒２６ 落選 

４×１００ｍＲ  水沢中学校   予 選３組６位   ４５秒７３ 落選 

             （小澤・佐藤・佐々木・千葉） 

 走幅跳  佐々木 幹斗（沼宮内） 予 選２組１２位   ６ｍ２７ 落選 

   千田 優真（飯豊）  予 選２組２８位   ５ｍ８８ 落選 

 走高跳  郷右近 駿太（水沢南） 予 選２組   記録なし 落選 

 棒高跳  新田 峻介（東陵）  予 選２組１８位   ４ｍ００ 落選 

 砲丸投  佐藤 文哉（岩大附） 予 選２組２６位  １２ｍ３２ 落選 

 

【女子】 ２００ｍ  山田 未来（福岡）  予 選３組１位   ２５秒０８ 

      準決勝２組１位   ２４秒６０ 

      決 勝    ２４秒６０ ２位 

   小山 奈月（北陵）  予 選１組５位   ２６秒３１ 落選 

８００ｍ  鈴木 樺連（室根）  予 選１１組３位 ２分１３秒９８ 落選 

熊谷 百花（田野畑） 予 選７組８位 ２分１７秒２３ 落選 

  宍戸 笑理亜（矢巾北） 予 選９組６位 ２分１７秒９５ 落選 

 ４×１００ｍＲ  北陵中学校        予 選１組４位   ５０秒１７   

             （高橋・小山・姉帯・佐々木） 準決勝１組７位   ４９秒７１ 落選 

走幅跳  黒澤 果令（下小路）   予 選１組２９位    ４ｍ９１ 落選 

砲丸投  野場 知聡（侍浜）  予 選１組１９位   １１ｍ５８ 落選 

   四役 ひかり（久慈） 予 選１組２４位   １１ｍ０６ 落選 

                                                    

◆第５４回全国中学校水泳競技大会 

８月２１日（木）～２３日（土） 

高知県高知市：東部総合運動場くろしおアリーナ 他 

＜競泳＞ 

【男子】 ４００ｍフリーリレー 大宮中学校 予選 １２位 ３：４９．４８ 落選 

（佐々木・柳原・高嶋・久保田）     （県中新） 

４００ｍメドレーリレー 大宮中学校 予選 ７位 ４：１１．１２ 

   （佐々木・島野・柳原・久保田） 

     決勝         失格 

【女子】 ５０ｍ自由形 千葉 すみれ（山目） 予選 ３６位   ２７．６９ 落選 

 ２００ｍ自由形 中島 千咲代（滝沢） 予選 １９位 ２：０７．５８ 落選 

 ４００ｍ自由形 中島 千咲代（滝沢） 予選 １８位 ４：２５．４１ 落選 

                                     （県中新） 



 ２００ｍバタフライ 田中 沙羅（花巻）  予選 ２２位 ２：１９．４４ 

＜飛込＞                     

【男子】 高飛込  杉村 征導（北松園）   予選 ２２位 １１６．６０点  

飛板飛込  杉村 征導（北松園）   予選 ２２位 １２３．００点    

 

 

◆第４５回全国中学校体操競技選手権大会 
８月２３日（土）～２５日（月） 

愛知県松山市：愛知県総合運動公園体育館 

【男子】 個人 千葉 天斗（山目） 総合       ７６．８５０点             ６位 

                   床        １９．０００点            ２１位 

                   鞍馬       １９．４７５点             ４位 

                   跳馬       １９．３７５点             ５位 

                   鉄棒       １９．０００点            ２０位 

【女子】 団体 花巻中学校（佐賀・斉藤・照井） 

    総合     １００．２００点   １２位 

    跳馬  ３６．７００点 

    平均台  ３０．３５０点    

    ゆか  ３３．１５０点 

 

 

◆第４４回全日本中学校バレーボール選手権大会 
８月２２日（金）～２５日（月） 

高知県高知市・南国市：南国市立スポーツセンター体育館 他 

 

【男子】 金ケ崎中学校 予選５組  ●０－２ 菟田野（奈良） 

○２－１ 江別中央（北海道）   決勝トーナメント進出 

   決勝 T１回戦 ●０－２ 相浦（長崎） 

【女子】 厨川中学校 予選３組  ●０－２ 金蘭会（大阪） 

     ●１－２ 乙（新潟）   予選グループ敗退 

                          

 

◆第４５回全国中学校ソフトテニス大会 
８月２１日（木）～２３日（土） 

     香川県高松市：香川県総合運動公園テニス場 

【男子】 個人 玉山 隼・鈴木 渓太（上野）  １回戦 ●０－４ 古石・田中（大阪・上宮） 

【女子】 個人 高橋 紅羽・高橋 萌々花（南都田） １回戦 ●２－４ 菊川・梅林（愛媛・北郷）  

 

 

◆第４５回全国中学校卓球大会 

８月２２日（金）～２５日（月） 

徳島県鳴門市：鳴門大塚スポーツパーク・アミノバリューホール 

 

【男子】 団体 花巻北中学校 １次リーグ M ○３－２ 橘南（三重） 

      ○３－２ 秋山（茨城） 決勝トーナメント進出 

    決勝 T１回戦 ●０－３ 愛工大附属（愛知） 

  大東中学校 １次リーグ C ●１－４ 尾久八幡（東京） 

      ●２－３ 今治西（愛媛）   予選リーグ敗退 

個人 吉田 俊暢（花巻北） １回戦 ●０－３ 石山（新潟・荒川） 

         

 

 



◆第４４回全国中学校バドミントン大会 
                                                 ８月１９日（火）～２２日（金） 

愛媛県西条市：西条市総合体育館 

【女子】 団体 矢沢中学校 １回戦  ●０－２ 柏崎東（新潟） 

 

 

◆第３６回全国中学校ソフトボール大会 
                                                 ８月１８日（月）～２１日（木） 

愛知県松山市 他：マドンナスタジアム・伊予銀行グランド 他 

【女子】  東和中学校    １回戦   ●０－１ 中広（広島） 

 

 

◆第４５回全国中学校柔道大会 
                                                 ８月２２日（金）～２５日（月） 

愛媛県松山市：愛媛県武道館 

【男子】 団体 大迫中学校 予選リーグ P ●２－３ 下吉田（山梨） 

      ●０－５ 松山西（愛媛） 予選敗退 

 個人 50kg 級 名取 幹生（宮古河南） １回戦 ○背負投 別司（福井・越前） 

      ２回戦 ●反則負 福田（兵庫・二見） 

  55kg 級 畠山 立成（久慈）  １回戦 ○優勢 並里（沖縄・嘉数） 

      ２回戦 ●体落 太田（島根・松江四） 

  60kg 級 小黒澤 孝介（北松園） １回戦 ●内股 堤（滋賀・秦荘） 

  66kg 級 岡澤 真太郎（久慈） １回戦 ○優勢 佐藤（新潟・柏崎東） 

      ２回戦 ○背負投 松村（徳島・石井） 

      ３回戦 ●払腰 内村（鹿児島・鹿屋東） 

  73kg 級 伊東 拓歩（大迫）  １回戦 ●背負投 齋藤（東京・国士舘） 

  81kg 級 高橋 凌（金ヶ崎）  １回戦 ●送襟絞 青柳（鹿児島・吉野） 

  90kg 級 赤屋敷 幸八（一戸） １回戦 ●内股 羽田野（大分・三重） 

  90kg 超級  須藤 駿（雫石）  １回戦 ●合技  岡田（滋賀･粟津） 

 

【女子】 団体 長内中学校 予選リーグ B ●０－３ 福井（福井） 

      ●１－２ 三重（大分） 予選敗退 

 個人 40kg 級 佐藤 瑠夏（江刺一） １回戦 ●横四方固 上野（愛媛・松山西） 

  44kg 級 猿舘 伊吹（大宮）  １回戦 ●横四方固 石田（栃木・大平南） 

  48kg 級 齋藤 明日香（北上南） １回戦 ●大外刈 吉田（群馬・大胡） 

  52kg 級 木下 葵（山田）  １回戦 ●内股 大森（大阪・高槻七） 

  57kg 級 千葉 ひとみ（北上） １回戦 ○内股 増井（静岡･三島北） 

      ２回戦 ●背負投 簑和田（千葉・幕張本郷） 

  63kg 級 鈴木 胡桃（大迫）  １回戦 ●合技 徳江（群馬･玉村） 

  70kg 級 後藤 香澄（長内）  １回戦 ●体落 佐藤（徳島･阿波） 

  70kg 超級 芳賀 美月（金ヶ崎） １回戦 ●合技 松田（富山・小杉） 

 

 

◆第４４回全国中学校剣道大会 

８月１７日（日）～１９日（火） 

高知県高知市：高知県立県民体育館 

【男子】 団体 花巻中学校 予選リーグ A ●１－４ 高知（高知） 

      ●１－４ 鯖江（福井） 予選敗退 

 個人 山口 新太（花巻）  １回戦 ○ コ－   黒木（千葉・東京学館浦安） 

     ２回戦 ○メド－   上村（福井・中央） 

     ３回戦 ● メ－メメ 野瀬（大阪・蒲生） 

  佐藤 夕斗（南城）  ２回戦 ○メメ－ド  片岡（愛媛・久万） 



     ３回戦 ●  －メ  岩切（千葉・勝浦） 

【女子】 団体 花巻中学校 予選リーグ F ●０－２ 浦添（沖縄） 

      ●０－４ 総和（茨城） 予選敗退 

 個人 八重樫 朋里（花巻） １回戦 ●  －コ  堤腰（福井・松陵） 

  小原 みなみ（花巻） １回戦 ●  －メ  笠井（長野・坂城） 

 

 

◆第４４回全国中学校相撲大会 

８月２３日（土）～２４日（日）  

徳島県石井町：石井町石井中学校 

【団体】 西根第一中学校 予選１回戦 ○ ２－１ 丸岡南（福井） 

    予選２回戦 ○ ３－０ 鳥取西（鳥取） 

    予選３回戦 ● １－２ 箕島（和歌山） 決勝トーナメント進出 

    決勝 T１回戦 ○ ３－０ 鳥羽東（三重） 

    決勝 T２回戦 ● １－２ 鳴和（石川）  ベスト１６ 

【個人】 津志田 亜睦（西根一） 予選１回戦 ○ おしだし 近平（愛媛・御荘） 

    予選２回戦 ○ おしだし 松田（大阪･泉ヶ丘東） 

    予選３回戦 ○ つきだし 堀内（京都・詳徳） 

        －決勝トーナメント進出－ 

    決勝 T１回戦 ● 齋藤（山形・酒田一） 

 佐々木 健実（大槌） 予選１回戦 ○ おしだし 藤江（神奈川・富士見） 

    予選２回戦 ○ よりきり 秋山（北海道・上磯） 

    予選３回戦 ○ よりきり 渡邉（山梨・忍野） 

        －決勝トーナメント進出－ 

    決勝 T１回戦 ● 久米（秋田・美郷） 

       長内 龍（西根一）  予選１回戦 ● たたきこみ 手計（千葉・松葉） 

    予選２回戦 ○ おしだし 鮓本（奈良･三郷） 

    予選３回戦 ● うわてなげ 磯（鹿児島・古仁屋） 

         予選敗退 

 

 

◆第４４回全国中学校ホッケー選手権大会 

                                                    ８月１５日（金）～１８日（月） 

熊本県小国町：小国町林間広場ホッケー場 

【男子】 沼宮内中学校 予選リーグ ◯３－２ 瀬戸（岡山） 

                    △３－３ 飯能合同（埼玉） 

決勝トーナメント １回戦 ◯８－２ 棚倉（福島） 

２回戦 ◯６－０ 伊吹山（滋賀） 

準決勝 ●２－２ 津沢・蟹谷（富山） 

SO 

      ０－２    第３位 

     川口中学校 予選リーグ    ●１－６ 津沢・蟹谷（富山） 

                     ●１－５ 今市（栃木）  予選リーグ敗退 

【女子】 一方井中学校 予選リーグ   ○３－０ 伊吹山（滋賀） 

                     ●１－３ 蟹谷（富山） 

決勝トーナメント １回戦 ●３－４ 中央（岐阜）  １回戦敗退 

 

 

 

 

 

 



◆第２２回全国中学校駅伝大会 
平成２６年１２月１３日（土）～１４日（日）  

山口県：セミナーパーククロスカントリーコース 

【男子】 見前中学校 

     （吉田優・小倉・吉田拓・森・佐藤・久保）       ５８分２０秒    第１０位 

【女子】 黒石野中学校 

     （田川・久保・遠藤・岩渕・新沼）           ４４分４４秒    第３６位 

 

 

◆第３５回全国中学校スケート大会 
 

【ＳＰ】 平成２７年１月３１日（土）～２月３日（火）  

長野県長野市：エムウェーブ（長野市オリンピック記念アリーナ） 

 

【男子】 ５００ｍ  佐藤 寛人（滝沢二）   ４０秒６０ 第２８位  落選 

   内沢 海翔（滝沢二）   ４２秒００ 第４３位  落選 

 １０００ｍ 山口 知己（滝沢二） １分１７秒６３６ 第１０位    決勝進出 

     決 勝 １分１９秒１１ 第１３位 

   佐藤 寛人（滝沢二） １分１９秒９９ 第３４位  落選 

   小峯 一耕（北陵）  １分２６秒８１ 順位なし  落選 

 １５００ｍ 山口 知己（滝沢二） ２分０１秒３３ 第１２位    決勝進出 

     決 勝 ２分０１秒１７ 第１０位 

   紺野 元暉（滝沢二） ２分０８秒０２ 第４７位  落選 

   小峯 一耕（北陵）  ２分１９秒７２ 順位なし  落選 

 ３０００ｍ 横沢 直太郎（滝沢二） ４分０６秒１１ 第１３位    決勝進出 

     決 勝 ４分１２秒２８ 第１０位   

   漆田 陸（滝沢二）  ４分２４秒６５ 順位なし  落選 

 ５０００ｍ 横沢 直太郎（滝沢二） ６分５５秒７２ 第６位    決勝進出 

     決 勝 ７分１７秒０５ 第８位 

   漆田 陸（滝沢二）  ７分４１秒６１ 順位なし  落選 

【女子】 ５００ｍ  熊谷 萌（滝沢二）    ４１秒３５ 第２位    決勝進出 

     決勝合計  ８３秒２５８ 第３位 

   星野 帆乃華（葛巻）   ４３秒４１ 第２８位  落選 

   大坪 沙紀（滝沢南）   ４８秒０８ 順位なし  落選 

 １０００ｍ 熊谷 萌（滝沢二）  １分２４秒５３ 第１２位    決勝進出 

     決 勝 １分２６秒６３ 第９位 

   星野 帆乃華（葛巻） １分２８秒０９ 順位なし  落選 

   大坪 沙紀（滝沢南） １分４３秒５９ 順位なし  落選 

 １５００ｍ 岩渕 李奈（黒石野） ２分１７秒５５ 第４４位  落選 

   髙橋 桃花（矢巾北） ２分２０秒３０ 順位なし  落選 

 ３０００ｍ 岩渕 李奈（黒石野） ４分４５秒５６ 順位なし  落選 

   髙橋 桃花（矢巾北） ５分０８秒８８ 順位なし  落選 

 

 

◆第５２回全国中学校スキー大会 
【ＳＪ・ＣＢ】 平成２７年２月２日（月）～４日（水）  

青森県大鰐町：大鰐温泉スキー場 

【男子】 スラローム  吉田 海夢（盛岡河南） １分３８秒１２ 第１９位 

（①49.46  ②48.66） 

天川 直紀（雫石）  １分４０秒３３ 第２９位 

（①49.91  ②50.42） 

土樋 迅（雫石）  １分４２秒２８ 第４０位 



（①50.90  ②51.38） 

刈田 朋也（沢内）    ２本目途中棄権 

 ジャイアントスラローム 中野 慎詞（石鳥谷） ２分０９秒５４ 第３４位 

（①1:02.70  ②1:06.84） 

刈田 朋也（沢内）  ２分１４秒９０ 第６４位 

（①1:04:94  ②1:09.96） 

吉田 匠吾（久慈）    １本目途中棄権 

 

【女子】 スラローム  佐藤 詩帆（雫石）  １分３４秒９２ 第５３位 

（①46.81  ②48.11） 

乗上 志歩（岩大附属） １分３５秒３６ 第５４位 

（①46.56  ②48.80） 

小田島 冬美香（花巻） １分３７秒９４ 第６９位 

（①47.92  ②50.02） 

武田 夏海（奥中山）   ２本目途中棄権 

浅水 愛佳（九戸）    １本目途中棄権 

 ジャイアントスラローム 稲垣 千夏（飯岡）  ２分２２秒４１ 第４５位 

（①1:12:33  ②1:10.08） 

佐藤 梨花（東水沢） ２分２６秒０８ 第５９位 

（①1:14.58  ②1:11.50） 

小田島 冬美香（花巻） ２分２７秒５３ 第６６位 

（①1:15.68  ②1:18.85） 

田村 柚月（黒石野）   ２本目途中棄権 

 

【ＡＬ・ＸＣ】 平成２７年２月５日（木）～８日（日）  

秋田県鹿角市：花輪スキー場 

 

【男子】 ５ｋｍクラシカル  田邊 凌（雫石）  １５分２９秒６ 第３１位 

    小坂 辰明（雫石）  １５分３９秒４ 第３７位 

    久保田 透大（湯口） １５分４４秒３ 第４１位 

    村田 涼輔（雫石）  １５分５３秒６ 第５２位 

    西舘 洸希（一戸）  １５分５６秒５ 第５４位 

    中嶋 蒼（奥中山）  １６分０９秒４ 第６８位 

    山本 竜（松尾）  １６分１４秒９ 第７０位 

    高橋 求夢（松尾）  １６分１９秒２ 第７６位 

    西舘 勇陽（一戸）  １７分０１秒７ 第９３位 

 ５ｋｍフリー  山本 竜（松尾）  １４分０７秒７ 第４７位 

    村田 涼輔（雫石）  １４分１２秒０ 第５２位 

    高橋 求夢（松尾）  １４分１４秒２ 第５５位 

    久保田 透大（湯口） １４分１４秒４ 第５６位 

    田邊 凌（雫石）  １４分１７秒５ 第５８位 

    中嶋 蒼（奥中山）  １４分２８秒２ 第７３位 

    小坂 辰明（雫石）  １４分４４秒７ 第８７位 

 リレー（５ｋｍ✕４） 岩手県  １時間０２分５２秒０ 第１３位 

    （田邊・小坂・村田・山本） 

 ノルディックコンバインド 谷地 宙（紫波一） タイム差１分１２秒０ 第７位 

    森 鷲太（松尾） タイム差１分２６秒６ 第１１位 

    小林 龍尚（松尾） タイム差３分０５秒６ 第２３位 

    高橋 佳佑（滝沢） タイム差３分５１秒７ 第２６位 

 

【女子】 ３ｋｍクラシカル  滝沢 日菜（安代）  ９分０８秒８ 第７位 

    高橋 朱凛（雫石）  ９分２２秒８ 第２０位 



    上川原 遥（雫石）  ９分４６秒２ 第３５位 

    小田 綺花（雫石）  ９分４７秒０ 第３７位 

    佐々木 瑠海（沢内） ９分４９秒６ 第４０位 

    関 柚月（安代）  １０分２０秒２ 第６３位 

 ３ｋｍフリー  上川原 遥（雫石）  ８分２９秒５ 第２９位 

    滝沢 日菜（安代）  ８分３８秒７ 第４０位 

    高橋 朱凛（雫石）  ８分４０秒９ 第４３位 

    小田 綺花（雫石）  ８分４８秒７ 第５０位 

    山本 千紗（松尾）  ８分４９秒７ 第５１位 

    森 冬姫子（松尾）  ９分０３秒６ 第６３位 

 リレー（３ｋｍ✕４） 岩手県  ３５分２０秒４  第７位 

    （滝沢・小田・上川原・高橋） 

 

【共通】 スペシャルジャンプ  谷地 宙（紫波一）  １９５．２点 第１１位 

    森 鷲太（松尾）  １８０．０点 第２０位 

    高橋 佳佑（滝沢）  １７８．５点 第２２位 

    小林 龍尚（松尾）  １７４．１点 第２８位 

    工藤 稀凛（安代）  １３９．６点 第３７位 

 

 


