
平成２７年度全国中学校体育大会成績（岩手県全結果） 
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第４２回全日本中学校陸上競技選手権大会 ８月１８日（火）～２１日（金）

北海道札幌市：厚別公園競技場
＜男子＞
４００ｍ 田原　悠 北上 予選９組 50.89 ３位

準決勝３組 51.74 ８位 落選
櫻田　俊 雫石 予選８組 52.62 ７位 落選

８００ｍ 村里　春樹 北陵 予選１組 2:00.41 ２位
準決勝２組 2:00.38 １位
決勝 1:57.34 ５位 入賞

佐々木　塁 盛岡河南 予選１２組 1:59.82 ３位
準決勝３組 2:01.07 ７位 落選

２・３年１５００ｍ 佐々木　塁 盛岡河南 予選５組 4:04.26 ６位 落選
3000m 小倉　朝陽 見前 予選１組 9:02.49 ６位 落選
１１０ｍハードル 高橋　太星 雫石 予選７組 棄権 落選
走り幅跳び 千田　優真 飯豊 予選１組 6m67 ４位

決勝 6m67 ６位 入賞
走り高跳び 佐藤　斗馬 水沢南 予選２組 記録なし 落選
四種競技 石川　匠 盛岡河南 2621点 ９位
４００ｍリレー 雫石中学校 櫻田　駿 予選２組 44.96 ７位 落選

高橋　太星 　
正木　佑磨
細川　颯太

＜女子＞
走り幅跳び 佐藤　真優 江釣子 予選１組 5m45 １２位 落選
４００ｍリレー 滝沢中学校 藤田　莉奈 予選１組 50.57 ７位 落選

高橋　郁成
佐藤　萌々花
中川　紗来

第５５回全国中学校水泳競技大会 ８月１７日（月）～１９日（水）

秋田県秋田市：秋田県立総合プール
＜男子＞
学校対抗 ５位
２００ｍ背泳ぎ 小笠原　伊吹 大宮 予選 2:13.85 ２６位 落選
１００ｍ平泳ぎ 島野　悠平 大宮 予選 1:05.66 ８位 県中新

決勝 1:05.88 ８位 入賞
千田　涼人 北上南 予選 1:07.49 ２４位 落選

２００ｍ平泳ぎ 千田　涼人 北上南 予選 2:24.58 ２９位 落選
２００ｍバタフライ 千葉　悠生 磐井 予選 2:07.77 １５位 落選
４００ｍリレー 磐井中学校 辻山　歩夢 予選 3:49.25 １０位 落選

千葉　悠生
瀬川　智尋
西　真成

大宮中学校 佐々木　悠斗 予選 3:50.27 １２位 落選
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 予選 4:06.38 １位
島野　悠平 決勝 4:05.02 １位 県中新・入賞
吉田　真希
佐々木　悠斗

磐井中学校 辻山　歩夢 予選 4:15.44 ２０位 落選
瀬川　智尋
千葉　悠生
西　真成

大宮中学校 １７点



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜女子＞
５０ｍ自由形 千葉　すみれ 磐井 予選 27.17 １４位 落選
１００ｍ自由形 千葉　すみれ 磐井 予選 59.15 ２１位 落選
１００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 予選 1:14.60 ３８位 落選
１００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 予選 1:02.24 １０位 県中新・落選

田中　沙羅 花巻 予選 1:04.26 ３０位 落選
２００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 予選 2:14.99 ９位 県中新・落選

田中　沙羅 花巻 予選 2:18.68 １６位 落選
４００ｍメドレーリレー 水沢南中学校 高橋　杏実 予選 4:36.42 ２５位 落選

山本　珠璃
千葉　美南
千葉　栞奈

第４５回全国中学校バスケットボール大会 ８月２２日（土）～２５日（火）

岩手県一関市：一関市総合体育館
岩手県奥州市：奥州市総合体育館

＜男子＞
巻堀中学校 予選Ｃリーグ

第１試合 ✕ ５４－５７ 久米 愛媛
第２試合 ✕ ６０－６３ 打出 滋賀 予選敗退

＜女子＞
盛岡白百合学園中学校 予選Ｉリーグ

第１試合 ○ ７６－７５ 日章学園 宮﨑
第２試合 ○ ８５－５７ 丸亀西 香川

決勝トーナメント
１回戦 ✕ ６７－８５ 坂本 神奈川

萩荘中学校 予選Ｊリーグ
第１試合 ✕ ３３－５６ 大島 茨城
第２試合 ✕ ３６－５３ 新川 北海道 予選敗退

第４４回全国中学校ハンドボール大会 ８月２１日（金）～２４日（月）

岩手県花巻市：花巻市総合体育館
＜男子＞
矢巾中学校 １回戦 シード

２回戦 ◯ ３５－２３ 市川 千葉
準々決勝 ◯ ２６－１９ 豊中第一 大阪
準決勝 ◯ ２６－２３ 板津 石川
決勝 ✕ ３２－４０ 西條 富山 第２位

大宮中学校 １回戦 シード
２回戦 ✕ ２７－３１ 岩国 山口 延長

＜女子＞
矢巾北中学校 １回戦 シード

２回戦 ◯ ２８－２１ 凌雲・光成 北海道
準々決勝 ✕ １３－１９ 平針 愛知 第５位

厨川中学校 １回戦 シード
２回戦 ✕ ２１－２３ 朝明 三重

＜男子優秀選手＞
安倍　凛太郎 矢巾中
戸塚　蓮 矢巾中

第３７回全国中学校軟式野球大会 ８月１９日（水）～２２日（土）

福島県福島市：福島県営あづま球場　他
一戸中学校 １回戦 ○ ５－２ 熊本市立城西 熊本 特別延長

２回戦 ✕ ０－２ 江戸川区立上一色 東京



 

 

 

 

 

第４６回全国中学校体操競技選手権大会
８月２０日（木）～２２日（土）

北海道江別市：北海道立野幌総合運動公園体育館
＜男子＞
二階堂　颯哉 下橋 個人総合 ７１．９５０ ５８位

床 １８．４００ ２６位
あん馬 １６．５６０ ８２位
跳馬 １８．８５０ ２４位
鉄棒 １８．０５０ ６７位

千葉　叶 磐井 個人総合 ６９．８５０ ７９位
床 １７．１００ ７７位

あん馬 １７．２５０ ６６位
跳馬 １８．３５０ ５９位
鉄棒 １７．１５０ ８８位

＜女子＞
団体総合 花巻中学校 斎藤　瑞希 １０４．４５０ ９位

照井　梓月
小山田　知広

斎藤　瑞希 花巻 個人総合 ４６．４５０ ４４位
跳馬 １２．７５０ ４１位

段違い平行棒 ９．９００ ６２位
平均台 １１．４００ ４７位

床 １２．４００ ３１位
照井　梓月 花巻 個人総合 ４４．９５０ ６３位

跳馬 １２．０５０ ８７位
段違い平行棒 ９．５００ ７０位

平均台 １１．２００ ５２位
床 １２．２００ ３９位

越前　春菜 下小路 個人総合 ４４．８００ ６５位
跳馬 １２．２５０ ７８位

段違い平行棒 １０．０５０ ６１位
平均台 １１．２５０ ５１位

床 １１．２５０ ７２位
堀間　彩椰 岩大附 個人総合 ４２．７５０ ７７位

跳馬 １２．６５０ ４８位
段違い平行棒 １０．３００ ５８位

平均台 ８．６００ ９５位
床 １１．２００ ７４位

小山田　知広 花巻 個人総合 ４０．１５０ ８７位
跳馬 １２．１００ ８４位

段違い平行棒 ７．７００ ８６位
平均台 １０．２００ ６４位

床 ９．６００ ９４位

第４５回全国中学校バレーボール選手権大会 ８月２１日（金）～２４日（月）

北海道旭川市：旭川大雪アリーナ　他
＜男子＞
金ケ崎中学校 予選グループ１組 第１試合 ◯ ２－１ 結城南 茨城

決勝トーナメント １回戦 ○ ２－０ 東部 大分
２回戦 ○ ２－０ 陽南 栃木
準々決勝 ✕ １－２ 駿台学園 東京 ５位

江刺第一中学校 予選グループ２組 第１試合 ◯ ２－０ 明和 和歌山
決勝トーナメント １回戦 ○ ２－０ 神楽 北海道

２回戦 ○ ２－１ 太子西 兵庫
準々決勝 ✕ ０－２ 皇子山 滋賀 ５位

雫石中学校 予選グループ８組 第１試合 ✕ ０－２ 駿台学園 東京
第２試合 ✕ ０－２ 東部 大分 予選敗退



 

 

 

 

 

 

 

 

第４６回全国中学校ソフトテニス大会 ８月２１日（金）～２３日（日）

山形県天童市：山形県総合運動公園
＜女子ダブルス＞
晴山　輝星 滝沢 １回戦 ✕ １－４ 松本・久保 山口・岩国
冨岡　愛樺

第４６回全国中学校卓球大会 ８月２１日（金）～２４日（月）

宮城県利府町：セキスイハイムスーパーアリーナ
＜男子シングルス＞
小野寺　翔平 上野 １回戦 ◯ ３－０ 鈴川 神奈川・関東学院大池

２回戦 ◯ ３－０ 岩本 高知・明徳義塾
３回戦 ✕ ０－３ 浅津 東京・稲付

第４６回全国中学校柔道大会 ８月１７日（月）～２０日（木）

北海道函館市：函館アリーナ
＜男子団体戦＞
長内中学校 予選Ｎブロック 第１試合 ✕ ０－３ 上宮 大阪

第２試合 ✕ １－４ 宇和島市立津島 愛媛 予選敗退
＜女子団体戦＞
大迫中学校 予選Ｇブロック 第１試合 ✕ ０－２ 足利市立第一 栃木

第２試合 ✕ ０－２ 東海大附静岡翔洋 静岡 予選敗退

＜男子個人戦＞
50kg級 菊池　太陽 宮古河南 １回戦 ✕ 優勢 高橋 栃木・陽北
55kg級 内舘　駿 宮古一 １回戦 ✕ 縦四方固 松澤 長崎・南山
60kg級 柏田　蓮 東和 １回戦 ✕ 優勢 松永 福岡・席田
66kg級 藤澤　冠太 大宮 １回戦 ◯ 合わせ技 木下 北海道・桔梗

２回戦 ✕ 上四方固 林 福井・光陽
73kg級 大宮　秀太 長内 １回戦 ✕ 背負い投げ 中村 大阪・弥刀
81kg級 伊藤　隆哉 大迫 １回戦 シード

２回戦 ◯ 後袈裟固 川﨑 三重・大池
３回戦 ✕ 優勢 橋本 福井・福工大附

90kg級 鳥居　瑞材 宮古西 １回戦 ✕ 指導 蓜島 埼玉・埼玉栄
90kg超級 須藤　駿 雫石 １回戦 ✕ 払い腰 塙 佐賀・昭栄
＜女子個人戦＞
40kg級 佐藤　暖心 長内 １回戦 シード

２回戦 ◯ 袈裟固 瀬古 三重・殿町
３回戦 ✕ 指導 高森 兵庫・望海

44kg級 猿舘　伊吹 大宮 １回戦 ○ 合わせ技 宮下 山梨・吉田
２回戦 ✕ 合わせ技 野村 長野・丘

48kg級 伊藤　江梨花 高田一 １回戦 ✕ 指導 山田 鳥取・河北
52kg級 盛内　茉彩紀 大迫 １回戦 ◯ 優勢 田村 長崎・諫早

２回戦 ✕ 大腰 阿部 兵庫・夙川
57kg級 落合　小春 大宮 １回戦 ✕ 内股 石川 東京・渋谷教育
63kg級 千葉　ひとみ 北上 １回戦 ◯ 反則 中本 山口・富田

２回戦 ✕ 優勢 渡邊（明） 山梨・下吉田
70kg級 高橋　唯乃 江釣子 １回戦 ✕ 優勢 渡邊（萌） 山梨・下吉田
70kg超級 谷地　望 雫石 １回戦 ◯ 優勢 原田 山口・小郡

２回戦 ✕ 優勢 大和田 石川・笠間

第４５回全国中学校剣道大会 ８月２２日（土）～２４日（月）

秋田県秋田市：秋田県立武道館
＜男子団体戦＞
花巻中学校 予選リーグＫ組 第１試合 ✕ ０－２ 須恵 福岡

第２試合 ✕ １－３ 奥田 富山 予選敗退
＜女子団体戦＞
花巻中学校 予選リーグ 第１試合 ✕ １－４ 三瀬 佐賀

第２試合 ✕ ０－１ 久御山 京都 予選敗退



 

 

 

 

 

 

 

 

＜男子個人戦＞
桐野　亘 花巻 １回戦 ○ メ　： 星野 群馬・高松

２回戦 ○ メ　： 深水 熊本・九州学院
３回戦 ✕ :　反 阿部 兵庫・加古川

佐藤　陽野 南城 １回戦 シード
２回戦 ✕ ：　メ 寺西 大阪・四條畷学園

＜女子個人戦＞
大川　沙月 南城 １回戦 ○ メ　： 岩永 長崎・桜が原

２回戦 ○ メ　： 杉本 富山・山室
３回戦 ✕ ：　メ 濱田 北海道・拓心

菅崎　凪沙 花巻 １回戦 ◯ ドコ　：　メ 小谷 鳥取・米子北斗
２回戦 ✕ ：　メ 根来 和歌山・西和

第４５回全国中学校相撲選手権大会 ８月２２日（土）～２３日（日）

青森県十和田市：十和田市相撲場
＜団体戦＞
西根第一中学校 予選 １回戦 ○ ３－０ 友部 茨城

２回戦 ○ ２－１ 中間東 福岡
３回戦 ○ ３－０ 八木 奈良

決勝トーナメント １回戦 ◯ ３－０ 栗駒 宮城
２回戦 ○ ２－１ 大道 東京
準々決勝 ✕ １－２ 浦添 沖縄 ５位

＜個人戦＞
松浦　和啓 予選 １回戦 ○ 送り出し 二本栁 東京・大道

（西根一） ２回戦 ✕ 押し出し 新井 埼玉・埼玉栄
３回戦 ○ 突き出し 山本 鳥取・鳥取西

決勝トーナメント １回戦 シード
２回戦 ○ 掬い投げ 宮 新潟・能生

優秀トーナメント １回戦 ○ 寄り倒し 田村 秋田・田代
２回戦 ○ 寄り切り 城間 沖縄・浦添
３回戦 ◯ 突き落とし 春山 埼玉・大宮西
準決勝 × 突き落とし 神山 埼玉・黒須 ３位

長内　龍 予選 １回戦 ○ 押し出し 天羽 徳島・阿南一
（西根一） ２回戦 ✕ 下手投げ 徳田 鹿児島・東天城

３回戦 ○ 上手投げ 田太 東京・瑞雲
決勝トーナメント １回戦 ◯ 寄り切り 小野里 群馬・相生

２回戦 ○ 寄り切り 菊池 栃木・黒羽
優秀トーナメント １回戦 ○ 上手投げ 由留部 福岡・北野

２回戦 × 叩き込み 川邉 新潟・能生
藤原　康洋 予選 １回戦 ✕ 押し出し 中村 神奈川・富士見

（大槌） ２回戦 ✕ 押し出し 藪ケ崎 兵庫・姫路灘
３回戦 ✕ 押し出し 白井 大阪・寝屋川三 予選敗退

第４５回全国中学校ホッケー選手権大会 ８月１５日（土）～８月１７日（月）

新潟県新潟市：新潟市城山運動公園多目的広場
＜男子＞
沼宮内中学校 予選Ｄ組 第１試合 ○ ２－０ 伊吹山 滋賀

第２試合 ○ ２－０ 巻西 新潟 ２勝０敗０分　１位通過
決勝トーナメント １回戦 ✕ １－５ 八頭 鳥取

＜女子＞
一方井中学校 予選Ｆ組 第１試合 ◯ ３－０ 立命館 京都

第２試合 ○ ７－１ 小国 熊本 ２勝０敗０分　１位通過
決勝トーナメント １回戦 ◯ ４－１ 棚倉 福島

準々決勝 ✕ ０－２ 中央 岐阜 ５位



 

 

 

 

 

第３６回全日本中学校スケート大会 １月３０日（土）～２月２日（火）

長野県長野市：エムウェーブ、ビッグハット
【スピード】
＜男子＞
学校対抗 城西中学校 ３７位
５００ｍ 佐々木　雄琉 土淵 予選 43.66 ― 落選

佐藤　心太 北陵 予選 45.99 ― 落選
１０００ｍ 佐々木　雄琉 土淵 予選 1:30.46 ― 落選

佐藤　心太 北陵 予選 1:35.18 ― 落選
１５００ｍ 佐々木　海星 北陵 予選 2:11.63 ３０位 落選

紺野　元暉 滝沢二 予選 2:05.42 ３７位 落選
小峯　一耕 北陵 予選 2:13.50 ― 落選

３０００ｍ 夏目　楓馬 城西 予選 4:13.47 ３５位 落選
紺野　元暉 滝沢二 予選 4:18.14 ― 落選
佐々木　海星 北陵 予選 4:31.68 ― 落選
小峯　一耕 北陵 予選 4:35.14 ― 落選
内沢　勇翔 滝沢二 予選 4:53.48 ― 落選

５０００ｍ 夏目　楓馬 城西 予選 7:09.97 ２４位
＜決勝＞ 7:36.90 ２０位

内沢　勇翔 滝沢二 予選 DQ ― 落選
＜女子＞
学校対抗 滝沢第二中学校 ４位
５００ｍ 熊谷　萌 滝沢二 予選 40.95 １位

＜決勝＞ 81.391 １位 ①40.878　②40.513
吉田　雪乃 北陵 予選 43.78 ３０位 落選
大坪　沙紀 滝沢南 予選 44.50 ４０位 落選

１０００ｍ 熊谷　萌 滝沢二 予選 1:23.86 ４位
＜決勝＞ 1:24.89 ２位

吉田　雪乃 北陵 予選 1:26.49 ２８位 落選
大坪　沙紀 滝沢南 予選 1:33.23 ４９位 落選

１５００ｍ 岩渕　李奈 黒石野 予選 2:17.46 ― 落選
３０００ｍ 岩渕　李奈 黒石野 予選 4:55.69 ― 落選

【フィギュア】
ショートプログラム 古川　萌華 大宮 19.59点 ９３位 落選

第５３回全日本中学校スキー大会 ２月２日（火）～６日（土）

アルペン／北海道富良野市：富良野スキー場
ノルディック／北海道名寄市：なよろ健康の森クロスカントリーコース

名寄ピシャリシャンツェ
【アルペン】 ① ②
男子　大回転 吉田　匠吾 久慈 1:51.40 １４位 55.80 55.60

下川原　涼太 九戸 1:53.39 ２９位 57.29 56.10
土樋　迅 雫石 1:53.58 ３２位 57.37 56.21
横欠　秀斗 雫石 1:59.18 ６８位 1:00.79 58.39

男子　回転 吉田　匠吾 久慈 1:44.74 ３４位 52.85 51.89
及川　祐剛 飯豊 1:57.23 ８２位 59.28 57.95
土樋　迅 雫石 １本目棄権
柿﨑　直希 乙部 １本目棄権
下川原　涼太 九戸 １本目棄権

女子　大回転 鈴木　英 一関 1:57.90 ６２位 57.79 1:00.11
佐藤　梨花 東水沢 1:58.30 ６５位 58.22 1:00.08
木村　夏海 安代 1:59.44 ６９位 58.40 1:01.04
佐藤　詩帆 雫石 １本目棄権

女子　回転 佐藤　梨花 東水沢 1:37.14 ３８位 47.58 49.56
田村　柚月 黒石野 1:40.67 ４７位 49.46 51.21
佐藤　友香 雫石 2:09.91 １０８位 50.08 1:19.83
佐藤　詩帆 雫石 ２本目棄権



 

 

【ノルディック】
男子　5kmクラシカル 高橋　求夢 松尾 15:54.60 ２２位

村田　涼輔 雫石 16:05.80 ３７位
小坂　辰明 雫石 16:12.70 ４１位
中嶋　蒼 奥中山 16:19.40 ４６位
大堰　徳 沢内 16:33.80 ６１位
高橋　征那 湯本 16:48.00 ７１位

男子　5kmフリー 高橋　求夢 松尾 14:48.20 ３１位
大堰　徳 沢内 14:52.20 ３８位
中嶋　蒼 奥中山 15:16.30 ５８位
村田　涼輔 雫石 15:16.90 ５９位
高橋　征那 湯本 15:28.30 ６８位
小坂　辰明 雫石 15:29.60 ７０位

男子　4×5knリレー 小坂　辰明 雫石 1:06:43.0 ６位 17:56.50 ９位
村田　涼輔 雫石 17:14.10 ６位
大堰　徳 沢内 15:44.20 ７位
高橋　求夢 松尾 15:48.00 ６位

女子　3kmクラシカル 滝沢　日菜 安代 10:42.00 ２６位
高橋　杏美 雫石 10:49.50 ３４位
山本　千紗 松尾 10:49.80 ３５位
小田　綺花 雫石 11:04.00 ４３位
上川原　遥 雫石 11:08.07 ４７位
森　冬姫子 松尾 11:14.80 ５２位
高橋　萌 湯本 11:24.60 ５６位
掃部　春菜 沢内 11:33.90 ６１位
藤本　妃香里 雫石 11:50.10 ７０位

女子　3kmフリー 山本　千紗 松尾 9:30.10 ２７位
滝沢　日菜 安代 9:33.20 ３４位
森　冬姫子 松尾 9:42.40 ４１位
小田　綺花 雫石 9:43.60 ４２位
掃部　春菜 沢内 9:46.00 ４５位
上川原　遥 雫石 9:49.70 ４８位

女子　4×3knリレー 高橋　杏美 雫石 42:58.30 ６位 11:24.90 ８位
滝沢　日菜 安代 11:05.30 ６位
山本　千紗 松尾 10:16.90 ９位
小田　綺花 雫石 10:11.10 ６位

【スペシャルジャンプ】 ① ②
ミディアムヒル 高橋　佳佑 滝沢 220.7点 ９位 63.0m 65.0m

谷地　宙 紫波一 203.1点 １６位 63.0m 61.0m
小林　龍尚 松尾 190.7点 ２３位 59.0m 59.0m
工藤　稀凛 安代 154.4点 ３４位 53.0m 53.0m
矢部　凛香 安代 108.8点 ４５位 42.0m 45.0m

【コンバインド】 時間差 ジャンプ クロカン
ジャンプ 小林　龍尚 松尾 1:43.70 ７位 110.3点(13) 14:37.50(6)
クロスカントリー 谷地　宙 紫波一 2:39.80 １５位 107.8点(15) 15:23:60(15)

高橋　佳佑 滝沢 3:17.30 １７位 113.7点(10) 16:25.10(25)


