
平成２７年度東北中学校体育大会成績（岩手県入賞分） 

岩手県中学校体育連盟 

 

 

 

第３６回東北中学校陸上競技大会 ８月７日（金）～９日（日）

山形県天童市：NDソフトスタジアム山形
＜男子＞
学校対抗 １６点 ２位

１６点 ２位
１５点 ４位

１年１００ｍ 高杉　時史 金ケ崎 12.16 ２位
２００ｍ 高橋　希凛 東水沢 23.37 ７位
４００ｍ 田原　悠 北上 51.22 ２位

櫻田　俊 雫石 51.75 ３位
菅原　颯大 石鳥谷 51.83 ５位

８００ｍ 村里　春樹 北陵 1:57.02 ２位 大会新・県中学新
１年１５００ｍ 川原　央也 石鳥谷 4:23.59 ３位

大堰　徳 沢内 4:27.74 ７位
小原　快都 遠野 4:29.64 ８位

２・３年１５００ｍ 佐々木　塁 盛岡河南 4:05.91 １位
小倉　朝陽 見前 4:11.90 ５位
杉田　真英 雫石 4:12.85 ７位

１１０ｍハードル 高橋　太星 雫石 14.93 ４位
棒高跳び 高橋　聡平 北上 3m80 ４位
走り幅跳び 千田　優真 飯豊 6m67 １位

伊藤　千洸 見前南 6m24 ６位
砲丸投げ 湯澤　秀太 飯岡 12m49 ７位
四種競技 石川　匠 盛岡河南 2659点 ２位 東北中学新・大会新・県中学新
低学年４００ｍリレー 石鳥谷中学校 佐藤　歩 47.84 ３位

伊藤　涼真
伊藤　聡祐
佐藤　旦望

水沢中学校 千田　蒼貴 48.18 ６位
佐藤　隼人
千葉　晃誠
小野寺　俊太

４００ｍリレー 雫石中学校 高藤　成作 45.13 ７位
正木　佑磨 　
櫻田　俊
高橋　太星

盛岡河南中学校 渡部　哲 45.18 ８位
石川　匠
耕野　天晴
小笠原　翔

＜女子＞
学校対抗 １５点 １位
１年１００ｍ 栃澤　亜美 北陵 13.78 ８位

伊藤　眞由 小山 13.78 ８位
２年１００ｍ 佐々木　慧 石鳥谷 13.07 ２位

藤澤　楓華 見前南 13.28 ５位
３年１００ｍ 大山　里花 飯豊 12.80 １位

高橋　知里 下小路 12.82 ２位
１年１５００ｍ 鈴木　愛乃 釜石 4:56.99 ４位

八重樫　澄佳 北上 4:59.60 ６位
１００ｍハードル 駒ヶ嶺　光瑠 北上南 15.64 ７位
走り幅跳び 山中　愛仁果 厨川 4m99 ５位

千田　瞳 水沢南 4m99 ６位
前田　桃華 紫波一 4m94 ８位

砲丸投げ 高木　香帆 滝沢南 11m75 ７位

盛岡河南中学校
石鳥谷中学校

石鳥谷中学校

雫石中学校



 

 

 

低学年４００ｍリレー 石鳥谷中学校 高橋　美紅 51.56 １位
佐々木　慧
民部田　若葉
川村　芽生

北陵中学校 高橋　咲良 52.30 ２位
佐々木　雅
佐々木　亜月
栃澤　亜美

４００ｍリレー 岩大附属中学校 村井　七海子 50.54 ２位
吉田　有里
宮野　一歌
河崎　玖美

滝沢中学校 藤田　莉奈 50.95 ５位
高橋　郁成
佐藤　萌々花
中川　紗来

第４７回東北中学校水泳競技大会 ８月７日（金）～９日（日）

岩手県盛岡市：盛岡市立総合プール
＜男子＞
学校対抗 ５７点 １位 初優勝

５２点 ２位
５０ｍ自由形 淀川　泰誠 紫波一 26.03 ８位
２００ｍ自由形 三浦　悠世 一関一附 2:03.14 ７位
４００ｍ自由形 瀬川　智尋 磐井 4:18.59 ６位
１５００ｍ自由形 瀬川　智尋 磐井 17:02.10 ４位

三浦　悠世 一関一附 17:16.20 ８位
１００ｍ背泳ぎ 小笠原　伊吹 大宮 1:01.38 ３位

辻山　歩夢 磐井 1:03.13 ４位
荒谷　伊武樹 福岡 1:03.60 ６位

２００ｍ背泳ぎ 小笠原　伊吹 大宮 2:12.35 ３位
辻山　歩夢 磐井 2:17.24 ５位
荒谷　伊武樹 福岡 2:17.25 ６位

１００ｍ平泳ぎ 島野　悠平 大宮 1:06.19 １位
千田　涼人 北上南 1:07.29 ３位
山内　大地 滝沢南 1:08.18 ４位

２００ｍ平泳ぎ 島野　悠平 大宮 2:25.03 ２位
千田　涼人 北上南 2:25.49 ３位
山内　大地 滝沢南 2:26.71 ６位

１００mバタフライ 千葉　悠生 磐井 59.55 ３位
今野　文翔 水沢南 59.93 ５位
西　真成 磐井 1:01.02 ８位

２００ｍバタフライ 千葉　悠生 磐井 2:07.30 １位
小島　拓大 北上 2:14.60 ５位
西　真成 磐井 2:15.06 ６位

２００ｍ個人メドレー 佐々木　悠斗 大宮 2:16.83 ８位
４００ｍリレー 磐井中学校 辻山　歩夢 3:50.90 ３位

千葉　悠生
瀬川　智尋
西　真成

大宮中学校 佐々木　悠斗 3:54.26 ５位
島野　悠平
小笠原　伊吹
田中　陽紀

４００ｍメドレーリレー 大宮中学校 小笠原　伊吹 4:09.26 １位 大会新
島野　悠平
吉田　真希
佐々木　悠斗

磐井中学校 辻山　歩夢 4:14.34 ４位
瀬川　智尋
千葉　悠生
西　真成

磐井中学校
大宮中学校



 

 

 

 

 

 

＜女子＞
学校対抗 ３０点 ５位

２５点 ７位
５０ｍ自由形 千葉　すみれ 磐井 27.05 １位

及川　羽藍 北上 27.78 ３位
千葉　栞奈 水沢南 28.42 ５位

１００ｍ自由形 千葉　すみれ 磐井 58.86 １位
及川　羽藍 北上 1:00.66 ４位
那須　結夏 東山 1:01.43 ８位

８００ｍ自由形 那須　結夏 東山 9:45.60 ５位
１００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 1:13.38 １位 大会新

浅沼　蒼い 乙部 1:16.00 ７位
２００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 2:41.89 ７位
１００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 1:02.71 １位

田中　沙羅 花巻 1:03.66 ２位
千田　恭子 北上南 1:05.13 ４位
千葉　美南 水沢南 1:05.58 ５位

２００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 2:16.54 １位
田中　沙羅 花巻 2:18.71 ２位

４００ｍリレー 北上中学校 及川　羽藍 4:09.91 ２位
小野寺　七蘭
戸草内　里奈
佐々木　咲耶

水沢南中学校 千葉　栞奈 4:15.61 ７位
山本　珠璃
高橋　杏実
千葉　美南

４００ｍメドレーリレー 水沢南中学校 高橋　杏実 4:35.19 ３位
山本　珠璃
千葉　美南
千葉　栞奈

水沢南中学校
北上中学校

第４５回東北中学校バスケットボール大会 ８月８日（土）～１０日（月）

青森県青森市：新青森県総合運動公園マエダアリーナ
＜女子＞
盛岡白百合学園中学校 予選Ｃブロック

第１試合 ○ ６０－４４ 三本木 青森
第２試合 ○ ７１－５４ 信夫 福島

決勝トーナメント
準決勝 ○ ７７－４７ 桜丘 宮城
決勝 ○ ８１－３９ 山形六 山形 【優勝】　１２年ぶり２度目 全国大会出場

岩手第二代表：萩荘中 全国大会出場

第４４回東北中学校ハンドボール大会 ７月３１日（金）～８月２日（日）

青森県青森市：新青森県総合運動公園マエダアリーナ
＜男子＞
大宮中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ３４－２６ 湯沢北 秋田
準決勝 ○ ２０－１４ 中田 宮城
決勝 ○ ３９－３５ 黒石野 岩手 【優勝】　２０年ぶり２度目 全国大会出場

黒石野中学校 １回戦 ○ ２５－１７ 尾花沢 山形
２回戦 ○ ２３－２０ 北信 福島
準決勝 ○ ３４－２３ 湯沢南 秋田
決勝 × ３５－３９ 大宮 岩手 ２位

＜女子＞
厨川中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ２３－１３ 本宮第一 福島
準決勝 ○ ２２－１５ 中田 宮城
決勝 ○ ２４－１４ 東根第一 山形 【優勝】　初優勝 全国大会出場



 

 

 

 

 

 

第４４回若鷲旗争奪東北中学校野球大会 ８月５日（水）～７日（金）

岩手県八幡平市：八幡平市総合運動公園野球場他
一戸中学校 １回戦 ○ ４－３ 陵南 山形

２回戦 ○ ８－７ 稲川 秋田 特別延長10回

準決勝 × １－４ 秀光中教校 宮城
代表決定戦 ○ ２－１ 南部 青森 ３位 全国大会出場

第４４回東北中学校体操競技・新体操選手権大会
体操競技 ８月７日（金）～９日（日）

秋田県能代市：能代総合体育館
＜男子＞
個人総合 二階堂　颯哉 下橋 ７４．１５０ ２位

千葉　叶 磐井 ７３．２００ ６位
床 二階堂　颯哉 下橋 １９．４００ １位
あん馬 千葉　叶 磐井 １８．６００ １位
跳馬 二階堂　颯哉 下橋 １９．２５０ １位

千葉　叶 磐井 １８．５００ ５位
鉄棒 二階堂　颯哉 下橋 １８．６００ ５位
＜女子＞
団体総合 花巻中学校 斎藤　瑞希 １０６．６５０ ２位

照井　梓月
小山田　知広

個人総合 越前　春菜 下小路 ４７．６５０ ４位
斎藤　瑞希 花巻 ４６．９５０ ５位
照井　梓月 花巻 ４６．０５０ ７位

平均台 越前　春菜 下小路 １２．４００ ２位
段違い平行棒 越前　春菜 下小路 １１．０００ ２位
床 照井　梓月 花巻 １３．１５０ ２位

斎藤　瑞希 花巻 １２．５５０ ５位

男子・新体操競技 ８月８日（土）～９日（日）
＜男子＞ 秋田県能代市：能代総合体育館
団体 滝沢南中学校 本田　翔理 １７．０００ １位 ４年連続１１度目

細野　大樹
金井　秀豊
伊藤　大翔
阿部　優斗
細野　悠樹
志知　拓郎
上端　留偉

第４５回東北中学校バレーボール大会 ８月４日（火）～６日（木）

福島県郡山市：郡山総合体育館
＜男子＞
金ケ崎中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ２－０ 西川 山形
３回戦 ○ ２－０ 南小泉 宮城
準決勝 ○ ２－０ 高砂 宮城
決勝 ○ ２－０ 江刺一 岩手 【優勝】２年連続２度目 全国大会出場

江刺第一中学校 １回戦 ○ ２－０ 小野 福島
２回戦 ○ ２－０ 山形六 山形
３回戦 ○ ２－０ 弘前南 青森
準決勝 ○ ２－０ 雫石 岩手
決勝 × ０－２ 金ケ崎 岩手 ２位 全国大会出場

雫石中学校 １回戦 シード
２回戦 ○ ２－０ 横手明峰 秋田
３回戦 ○ ２－０ 磯部 福島
準決勝 × ０－２ 江刺第一 岩手 ３位 全国大会出場



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４３回東北中学校ソフトテニス大会 ８月７日（金）～９日（日）

福島県いわき市：いわき市平テニスコート
＜女子ダブルス＞
晴山　輝星 滝沢 １回戦 シード
冨岡　愛樺 ２回戦 ○ ４－２ 臼井・渡部 宮城・東向陽台

３回戦 ○ ４－３ 伊藤・工藤 秋田・大曲
準々決勝 × ２－４ 堀越・金 宮城・広瀬
代表決定戦 ○ ４－２ 市川・遠藤 福島・三春 ５位 全国大会出場

第３６回東北中学校バドミントン大会 ８月７日（金）～９日（日）

山形県山形市：山形市総合スポーツセンター
＜男子団体＞

１回戦 ○ ２－０ 鶴岡四 山形
準々決勝 ○ ２－１ 東和 福島
準決勝 × ０－２ 浪岡 青森 ３位

全中代表戦 × ０－２ 聖ウルスラ学院英智 宮城
＜男子シングルス＞
菊川　旭飛 矢沢 １回戦 ○ ２－０ 安達 山形・鶴岡四

準々決勝 ✕ ０－２ 山下 福島・猪苗代 ５位

前沢中学校

第４５回東北中学校卓球大会 ８月８日（土）～１０日（月）

青森県八戸市：八戸市東運動公園体育館
＜男子シングルス＞
小野寺　翔平 上野 １回戦 シード

２回戦 ○
準々決勝 ○ ３－１ 月舘 青森山田
準決勝 ○ ３－２ 浅利 宮城・蒲町
決勝 × ０－３ 星 宮城・向洋 ２位 全国大会出場

第３８回東北中学校柔道大会 ８月３日（月）～５日（水）

宮城県仙台市：仙台市体育館
＜男子個人戦＞
50kg級 菊池　太陽 宮古河南 １回戦 シード

２回戦 ○ 優勢 蔵田 福島・郡山一
準々決勝 ✕ 優勢 三浦 秋田・飯島 ５位

66kg級 岡山　岳人 長内 １回戦 ○ 優勢 酒井 福島・内郷一
２回戦 ○ 優勢 遠藤 山形・川西
準々決勝 ○ 優勢 今野 宮城・大河原
準決勝 ✕ 内股 籾山 秋田・御野場 ３位

藤澤　冠太 大宮 １回戦 シード
２回戦 ○ 優勢 秋保 山形・戸沢
準々決勝 ✕ 合わせ技 籾山（航） 秋田・御野場 ５位

73kg級 大宮　秀太 長内 １回戦 シード
２回戦 ○ 優勢 徳原 秋田・飯島
準々決勝 ○ 合わせ技 亀田 青森・小湊
準決勝 ✕ 優勢 籾山（勇） 秋田・御野場 ３位

81kg級 伊藤　隆哉 大迫 １回戦 シード
２回戦 ○ 横四方固 嘉瀬 青森・大鰐
準々決勝 ○ 払い腰 手塚 福島・坂下
準決勝 ○ 合わせ技 渋谷 青森・山田
決勝 ○ けさ固め 遠藤 山形・東根一 １位

90kg級 吉田　有杜 久慈 １回戦 ○ 内股 千葉 宮城・多賀城
２回戦 ○ 合わせ技 奈良 秋田・飯島
準々決勝 ✕ 大外返 賀澤 福島・四倉 ５位



 

 

 

 

＜女子個人戦＞
40kg級 佐藤　暖心 長内 予選リーグ１ ○ 横四方固 大西 青森・車力

予選リーグ２ ○ 袖釣込腰 大内 山形・山形四
準決勝 ○ 横四方固 松本 秋田・大曲
決勝 ✕ 優勢 野上 青森・中里 ２位

錦織　桃佳 大船渡 予選リーグ１ ○ 出足払い 平子 福島・平第一
予選リーグ２ ○ 小外刈り 武田 秋田・高瀬
準決勝 ✕ 逆袖絞り 野上 青森・中里 ３位

44kg級 猿舘　伊吹 大宮 予選リーグ１ ○ 横四方固 新谷 青森・三沢一
予選リーグ２ ○ 優勢 高野 福島・清水 ５位

48kg級 伊藤　江梨花 高田一 予選リーグ１ ○ 優勢 今 青森・中里
予選リーグ２ ○ 合わせ技 狩野 山形・高畠一 ５位

52kg級 盛内　茉彩紀 大迫 予選リーグ１ ○ 優勢 櫻田 秋田・飯島
予選リーグ２ ○ 大外刈り 菅原 宮城・日吉台 ５位

57kg級 落合　小春 大宮 予選リーグ１ ○ 優勢 遠藤 秋田・天王南
予選リーグ２ ○ 大外返し 大堀 福島・喜多方三 ５位

63kg級 千葉　ひとみ 北上 予選リーグ１ ○ 背負投 久光 宮城・しらかし台
予選リーグ２ ○ 背負投 佐藤 山形・三川
準決勝 ✕ 横四方固 宮﨑 青森・鶴田 ３位

鈴木　胡桃 大迫 予選リーグ１ ○ 内股 高橋 山形・最上
予選リーグ２ ○ 優勢 岡本 福島・湯本一
準決勝 ✕ 優勢 渋谷 秋田・天王南 ３位

70kg超級 谷地　望 雫石 予選リーグ１ ○ 払い腰 佐藤 青森・弘前一
予選リーグ２ ○ 優勢 根本 秋田・秋大附 ５位

第３９回東北中学校剣道大会 ８月４日（火）～６日（木）

福島県会津若松市：あいづ総合体育館
＜女子個人戦＞
八重樫　朋里 花巻 １回戦 ○ コ　： 新妻 福島・草野

２回戦 ○ ココ　：　メ 工藤 青森・佃
３回戦 ○ メコ　: 川村 山形・朝日
準々決勝 ○ メメ　： 最上 福島・北信
準決勝 × ：　コメ 岩澤 山形・朝日 ３位

第３６回東北中学校相撲大会 ８月４日（火）～６日（木）

秋田県美郷町：美郷町南運動公園相撲場
＜団体戦＞
西根第一中学校 予選Ｂリーグ １回戦 ○ ３－０ 十和田 青森

２回戦 ○ ３－０ 平鹿 秋田
３回戦 ○ ３－０ 鶴岡一 山形

決勝トーナメント １回戦 シード
準々決勝 ○ ３－０ 北会津 福島
準決勝 ○ ２－１ 木造 青森
決勝 × １－２ 田代 秋田 ２位



 

 

 

 

 

 

 

＜個人戦＞
１年：小笠原　優 予選Ｄリーグ １回戦 ○ 寄り切り 髙橋 秋田・美郷

（巻堀） ２回戦 ○ 寄り倒し 眞山 宮城・小牛田
３回戦 ✕ 下手投げ 新保 青森・鰺ヶ沢

決勝トーナメント １回戦 ○ 寄り倒し 三浦 宮城・栗駒
準々決勝 ✕ 寄り切り 伊藤 秋田・大館東 ５位

１年：福浦　大翔 予選Ｆリーグ １回戦 ○ 押し出し 佐々木 秋田・平鹿
（巻堀） ２回戦 ○ 吊り出し 本田 福島・行健

３回戦 ○ 寄り切り 山科 山形・新庄
決勝トーナメント １回戦 ○ 寄り切り 佐藤 秋田・大館東

準々決勝 ✕ 寄り切り 佐藤 宮城・栗駒 ５位
２年：桑原　英男 予選Ｆリーグ １回戦 ○ 押し出し 赤垣 青森・三戸

（柳沢） ２回戦 ○ 押し出し 折笠 福島・塩川
３回戦 ○ 寄り切り 安喰 山形・余目

決勝トーナメント １回戦 ○ 寄り倒し 長谷川 山形・酒田四
準々決勝 ✕ 寄り倒し 小関 青森・造道 ５位

３年：長内　龍 予選Ｅリーグ １回戦 ○ 押し出し 前田 福島・郡山四
（西根一） ２回戦 ○ 突き出し 白板 青森・田子

３回戦 ○ 寄り切り 髙橋 宮城・栗駒
決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 ○ 突き出し 藤原 大槌・岩手
準々決勝 ○ 寄り切り 佐藤 福島・北会津
準決勝 ○ 上手投げ 佐藤 岩手・西根一
決勝 × 上手投げ 斎藤 山形・酒田一 ２位

３年：佐藤　海渡 予選Ｃリーグ １回戦 ○ 寄り切り 木村 山形・米沢一
（西根一） ２回戦 ○ 寄り切り 宇内 福島・坂下

３回戦 ○ 寄り切り 鈴木 秋田・三輪
決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 ○ 寄り切り 田中 青森・十和田
準々決勝 ○ 押し出し 木村 山形・米沢一
準決勝 × 上手投げ 長内 岩手・西根一 ３位

３年：松浦　和啓 予選Ｄリーグ １回戦 ○ 突き出し 畠山 秋田・田代
（西根一） ２回戦 ○ 下手出し投げ 和田 山形・小国

３回戦 ○ 突き落とし 立花 青森・三戸
決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 ◯ はたき込み 工藤 宮城・小牛田
準々決勝 ✕ 寄り倒し 齋藤 山形・酒田一 ５位

第２４回東北中学校ホッケー選手権大会 ７月３１日（金）～８月２日（日）

福島県棚倉町：ルネサンス棚倉多目的広場
＜男子：決勝リーグ＞
沼宮内中学校 第１試合 ○ ４－１ 川西 山形

第２試合 ○ ６－０ 高瀬・羽後 秋田
第３試合 ○ ２－０ 栗原西 宮城
第４試合 ○ ３－１ 築館 宮城
第５試合 ○ ７－１ 棚倉 福島
第６試合 ○ ３－１ 川口 岩手

【優勝】　２年連続４度目 全国大会出場
＜女子：決勝リーグ＞
一方井中学校 第１試合 △ ２－２ 棚倉 福島

第２試合 ○ ４－０ 沼宮内 岩手
第３試合 ○ ３－０ 築館 宮城
第４試合 ○ ４－０ 堀口・第一 青森
第５試合 △ ０－０ 川西 山形

２位 全国大会出場

６勝０敗０分

３勝０敗２分



第５２回東北中学校スキー大会 １月１７日（日）～２４日（日）

アルペン：宮城県大崎市／オニコウベスキー場
クロスカントリー：秋田県仙北市／たざわ湖スキー場

【アルペン】 ジャンプ・コンバインド：岩手県八幡平市／田山スキー場
男子　回転 下川原　涼太 九戸 1:29.99 ３位 ①43.96　②46.03
男子　大回転 柿﨑　直希 乙部 1:25.70 ２位 ①40.93　②44.77

吉田　匠吾 久慈 1:26.08 ３位 ①42.30　②43.78
女子　回転 佐藤　詩帆 雫石 1:41.83 ６位 ①52.66　②49.17
女子　大回転 佐藤　詩帆 雫石 1:28.53 １位 ①42.40　②46.13

佐藤　梨花 東水沢 1:29.70 ７位 ①42.74　②46.96
【クロスカントリー】
男子5kmクラシカル 大堰　徳 沢内 15:47.20 ７位

中嶋　蒼 奥中山 15:48.20 ８位
男子4×5kmリレー 雫石中学校 小坂　辰明 1:03:25.30 ８位

古川端　晴輝
村田　涼輔
吉田　悠二

女子3kmフリー 滝沢　日菜 安代 9:56.00 ６位
女子3kmクラシカル 滝沢　日菜 安代 11:30.20 ７位
女子3×3kmリレー 雫石中学校 高橋　杏美 31:03.20 ２位

小田　綺花
上川原　遥

松尾中学校 山本　千紗 32:36.50 ６位
森　冬姫子
高橋　玲美

【スペシャルジャンプ】
ミディアムヒル 高橋　佳佑 滝沢 106.8点 ４位

谷地　宙 紫波一 106.8点 ４位
小林　龍尚 松尾 91.7点 ８位

【コンバインド】
谷地　宙 紫波一 103.0点 ３位

小林　龍尚 松尾 93.7点 ４位

高橋　佳佑 滝沢 103.5点 ７位

ミディアムヒル・クロスカン

トリー5kmフリー

飛距離：53.5m
飛距離：53.5m
飛距離：49.0m

16:43.2

16:23.6

18:05.8

 

 

第３７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】 １２月１８日（金）～２０日（日）
山形県山形市：山形市総合ＳＣスケート場

男女総合 ５１点 ２位
＜男子＞
県別対抗 ２４点 ２位
５００ｍ 佐々木　雄琉 土淵 1:36.18 ６位 ①47.71　②48.47
１０００ｍ 佐々木　海星 北陵 1:29.67 ４位
１５００ｍ 紺野　元暉 滝沢二 2:19.09 ３位

佐々木　海星 北陵 2:21.67 ５位
３０００ｍ 夏目　楓馬 城西 4:49.43 ４位

紺野　元暉 滝沢二 4:49.45 ５位
小峯　一耕 北陵 5:07.15 ６位

５０００ｍ 夏目　楓馬 城西 8:21.02 ２位
小峯　一耕 北陵 9:04.70 ５位
内沢　勇翔 滝沢二 9:29.47 ６位

＜女子＞
県別対抗 ２７点 １位 初優勝
５００ｍ 熊谷　萌 滝沢二 1:23.68 １位 大会新 ①41.65（大会新）　②42.03

大坪　沙紀 滝沢南 1:37.59 ６位 ①49.34　②48.25
１０００ｍ 熊谷　萌 滝沢二 1:26.21 １位 大会新

吉田　雪乃 北陵 1:37.90 ３位
１５００ｍ 岩渕　李奈 黒石野 2:31.76 ２位
３０００ｍ 岩渕　李奈 黒石野 5:17.99 ２位

【フィギュアスケート】 １１月１４日（土）～１５日（日）
宮城県黒川郡大和町：ベルサンピアみやぎ泉

女子Ｃクラス 加藤　ななみ 北陵 33.17P ５位
谷村　空 厨川 31.70P ６位


