
岩手県中学校体育連盟

第４３回全日本中学校陸上競技選手権大会 ８月２１日（日）～２４日（水）
長野県松本市：長野県松本平広域公園陸上競技場

＜男子＞
４００ｍ 及川　龍之介 江釣子 予選９組 ⑥ 落選
８００ｍ 生駒　隆児 山田 予選１２組 ④ 落選
２・３年１５００ｍ 佐々木　塁 盛岡・河南 予選５組 ①

決勝 ４位 入賞
十文字　優一 福岡 予選６組 ⑪ 落選
佐々木　塁 盛岡・河南 予選３組 ②

決勝 ２位 入賞
１１０ｍハードル 菊地　琳太朗 水沢･南 予選４組 ⑥ 落選
走り幅跳び 千葉　晃誠 水沢 予選２組 ６ｍ０１ ㉕ 落選
走り高跳び 畑　　　　昴 盛岡･河南 予選 １ｍ８０ ⑳ 落選
４００ｍリレー 伊藤　輝星 大宮 予選３組 失格 落選

阿部　紘也 　
岩持　　諒
三浦　洸太

＜女子＞
２００ｍ 佐々木　慧 石鳥谷 予選７組 ②

準決勝３組 ⑦ 落選
走り幅跳び 山中　愛仁果 厨川 予選２組 ⑬ 落選
２・３年１５００ｍ 若狹　莉依奈 見前 予選１組 ⑫ 落選

錦戸　楓南 下橋 予選５組 ④ 落選
４００ｍリレー 川村　芽生 石鳥谷 予選２組 ③

佐々木　慧 準決勝２組 ⑤ 落選
金沢　夢路
民部田　若葉

第５６回全国中学校水泳競技大会 ８月１７日（水）～１９日（金）８月１７日（水）～１９日（金）
新潟県長岡市：ダイエープロビスフェニックス・プール

＜男子＞
５０ｍ自由形 淀川　泰誠 紫波一 予選 １８位 落選
２００ｍ背泳ぎ 辻山　歩夢 磐井 予選 11位 落選
１００ｍ背泳ぎ 辻山　歩夢 磐井 予選 11位 落選
２００ｍ平泳ぎ 山内　大地 滝沢南 予選 22位 落選
２００ｍ個人メドレー 今野　文翔 水沢南 予選 15位 落選
＜女子＞
１００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 予選 38位 落選
２００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 予選 3位

決勝 3位 入賞：県中学新記録
４００ｍリレー 小野寺　七蘭 北上 予選 35位 落選

佐々木　咲耶
及川　羽藍
戸草内　里奈

第４５回全国中学校ハンドボール大会 ８月２１日（日）～２４日（水）
石川県金沢市：いしかわ総合スポーツセンター

＜男子＞
矢巾中学校 １回戦 シード 　 　

２回戦 × １９－２９ けやき台 茨城

第４７回全国中学校体操競技選手権大会
８月２３日（火）～２５日（木）

福井県鯖江市：サンドーム福井
＜男子＞

吉田　　求 大宮 個人総合 ７３．３５０ ３８位
床 １８．５００ ３８位

あん馬 １８．７５０ ２２位
跳馬 １７．７００ ８５位
鉄棒 １８．４００ ４６位

高橋　　響 矢巾北 個人総合 ６９．６２５ ８１位
床 １７．７００ ８０位

あん馬 １５．８００ ８７位
跳馬 １８．５７５ ４７位
鉄棒 １７．５５０ ８３位

＜女子＞
照井　梓月 花巻 個人総合 19位

跳馬 44位
段違い平行棒 23位

平均台 18位
床 25位

平成２８年度　全国中学校体育大会の全成績



第４６回全日本中学校バレーボール選手権大会 ８月１９日（金）～２２日（月）
富山県魚津市：魚津テクノスポーツドームほか

＜男子＞
金ケ崎中学校 予選グループ３組 第１試合 × ０－２ 琴似 北海道

第２試合 ○ ２－０ 井口 広島
決勝トーナメント １回戦 × ０－２ 脇町 徳島

宮野目中学校 予選グループ５組 第１試合 ◯ ２－１ 佐土原 宮崎
決勝トーナメント １回戦 ◯ ２－１ 蜂ヶ岡 京都

２回戦 × ０－２ 大山田 三重
雫石中学校 予選グループ６組 第１試合 ◯ ２－０ 菟田野 奈良

決勝トーナメント １回戦 シード
２回戦 × ０－２ 富士見東 埼玉

第４７回全国中学校ソフトテニス大会 ８月２２日（月）～２４日（水）
石川県能登町：石川県立能登健民テニスコート

＜男子ダブルス＞
佐藤　　壮 北上 １回戦 ✕ ２－４ 山下･二瓶 千葉・臼井
松橋　嘉依

第４７回全国中学校卓球大会 ８月２１日（日）～２４日（水）
富山県高岡市：高岡市竹平記念体育館

＜女子団体＞
大東中学校 １次リーグ 第１試合 ◯ ４－０ 出町 富山

第２試合 × １－４ 八代三 熊本 1次リーグ敗退

＜男子シングルス＞
福島　成亜 大野 １回戦 ◯ ３－２ 川瀬 北海道・上野幌

２回戦 × ０－３ 宮川 山口・野田学園
竹沢　瑞生 吉里吉里 １回戦 ✕ ０－３ 山中 茨城・友部

＜女子シングルス＞
伊東　明香 大東 １回戦 ◯ ３－２ 柴田 熊本・鏡

２回戦 × ０－３ 長崎 東京・稲付
石川　　凛 萩荘 １回戦 ◯ ３－２ 福田 北海道・菁園

２回戦 × ０－３ 浅井 愛知・安城南
佐藤　瑠衣 大東 １回戦 × ０－３ 駒瀬 静岡・浜松修学舎
鈴木　　晶 萩荘 １回戦 × １－３ 山本 滋賀・日吉

第３８回全国中学校女子ソフトボール大会 ８月１９日（金）～２２日（月）
福井県敦賀市：敦賀市きらめきスタジアム

〈女子〉
花泉中学校 １回戦 × ０－７ 藪塚 群馬

第４７回全国中学校柔道大会 ８月１７日（水）～２０日（土）
新潟県上越市：ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越ｲﾝﾄﾞｱｽﾀｼﾞｱﾑ

＜女子団体戦＞
大迫中学校 １次ﾘｰｸﾞL組 第１試合 ✕ ０－２ 白根一 新潟

第２試合 ✕ １－２ 吉田 山梨 予選敗退

＜男子団体戦＞
長内中学校 １次ﾘｰｸﾞM組 第１試合 ✕ １－４ 大蔵 福岡

第２試合 ✕ ０－３ 市川七 千葉 予選敗退

＜女子個人戦＞
40kg級 金子　能亜 大宮 １回戦 シード

２回戦 × 優勢 白石 宮崎・宮崎日大

44kg級 佐藤　暖心 長内 １回戦 ◯ けさ固め 白須 山梨･下吉田

２回戦 × 上四方固め 槙原 島根・松江四

4８kg級 高田　ほくと 大宮 １回戦 × けさ固め 坂口 長崎・西大村

52kg級 盛内　茉彩紀 大迫 １回戦 シード
２回戦 ◯ 反則勝ち 上田 大阪・枚方長尾

３回戦 ◯ 優勢 境田 広島・安佐
準々決勝 × 優勢 山﨑 石川・笠間

57ｋｇ級 千葉　まなみ 北上 １回戦 × 優勢 中間 大分･明野
63kg級 鈴木　胡桃 大迫 １回戦 ◯ 横四方固め 小川 徳島･板野

２回戦 × 優勢 中田 埼玉・田島
70kg級 佐々木　里穂 東和 １回戦 × 一本背負い投げ 山本 熊本・鏡
70kg超級 谷地　　望 雫石 １回戦 シード

２回戦 ◯ 優勢 橋口 佐賀・武雄
３回戦 ◯ 優勢 松尾 兵庫・姫路灘

準々決勝 × けさ固め 大森 岡山・理大附

５位
入賞

５位
入賞



第４７回全国中学校柔道大会 ８月１７日（水）～２０日（土）
新潟県上越市：ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越ｲﾝﾄﾞｱｽﾀｼﾞｱﾑ

＜男子個人戦＞
５０ｋｇ級 高橋　　陸 江釣子 １回戦 ◯ 優勢 山科 三重・三雲

２回戦 ◯ 優勢 中津 徳島・北島
３回戦 × 優勢 関本 千葉・御滝

５５ｋｇ級 大平　剛右 北陵 １回戦 × 優勢 楠神 滋賀・愛知
６０ｋｇ級 内舘　　駿 宮古・一 １回戦 × 体落とし 近藤 千葉・市川七

６６ｋｇ級 佐藤　広大 紫波一 １回戦 × 合わせ技 中島 神奈川・相洋

７３ｋｇ級 岡山　岳人 長内 １回戦 ◯ 優勢 大浦 富山・小杉
２回戦 × 優勢 浜田 鹿児島・隼人

８１ｋｇ級 大宮　秀太 長内 １回戦 ◯ 払い腰 山下 佐賀・有田
２回戦 × 合わせ技 川崎 石川・高尾台

９０ｋｇ級 菊池　進太郎 北上・南 １回戦 ◯ 優勢 見友 群馬・富岡西

２回戦 × 背負い落とし 佐藤 岡山・磐梨
90kg超級 須藤　　駿 雫石 １回戦 シード

２回戦 ◯ 合わせ技 高橋 栃木・陽南
３回戦 × 優勢 八木 京都・京都学園

第４６回全国中学校剣道大会 ８月１９日（金）～２０日（日）
長野県長野市：長野市真島総合ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

＜男子団体戦＞
一戸中学校 予選リーグI組 第１試合 ✕ ０－２ 南大分 大分

第２試合 ✕ ０－３ 米子北斗 鳥取 予選敗退
＜女子団体戦＞
南城中学校 予選リーグA組 第１試合 ✕ ０－２ 末吉 鹿児島

第２試合 ✕ １－２ 大門 富山 予選敗退

＜男子個人戦＞
遠藤　　剛 北陵中学校 １回戦 × メ　： 細渕 群馬・高松
高橋　風雲 紫波第一中学校 １回戦 ◯ コ　： 加賀谷 富山･富山大附

２回戦 × ：　メ 仲村 沖縄・上山
＜女子個人戦＞
継枝　愛美 花巻中学校 １回戦 × メ　：　ココ 高見沢 長野・浅間
大川　沙月 南城中学校 １回戦 シード

２回戦 ◯ メ　：　 今村 京都・久御山
３回戦 × ：　メ 笠 福岡・前原西

第４６回全国中学校相撲選手権大会 ８月２０日（土）～２１日（日）
石川県津幡町：石川県津幡町運動公園特設相撲場

＜団体戦＞
巻堀中学校 予選リーグ １試合目 ○ ２－１ 土庄 香川

２試合目 × １－２ 若草 栃木
３試合目 × ０－３ 犀生 石川
同点決定戦 ◯ ２－０ 東部 北海道

決勝トーナメント １回戦 ◯ ２－１ 友部 茨城
２回戦 × １－２ 柏二 千葉

＜個人戦＞
上川　　力 予選リーグ １回戦 × おしだし 石塚 神奈川・富士見
【滝沢南】 ２回戦 × よりきり 佐藤 長崎・西大村

３回戦 ◯ よりきり 浦山 富山・呉羽
西川　恵輔 予選リーグ １回戦 ◯ よりたおし 武内 福井・進明
【滝沢南】 ２回戦 × すくいなげ 向中野 鳥取･鳥取西

３回戦 ◯ うわてだしなげ 麓 北海道・北辰
決勝トーナメント １回戦 シード

２回戦 ◯ こてなげ 影山 埼玉・大宮西
１回戦 × おしだし 沖田 東京・大道

桑原　英男 予選リーグ １回戦 × ひきおとし 奥田 石川・鳴和
【柳沢】 ２回戦 × うわてなげ 清宮 千葉・南行徳

３回戦 ◯ おしだし 池田 滋賀・日野

第４６回全国中学生ホッケー選手権大会 ８月１９日（金）～２２日（月）
秋田県羽後町：多目的運動公園ﾎｯｹｰ場

＜男子＞
川口中学校 予選Ｆ組 １－０－１

決勝トーナメント １回戦 ✕ １－４ 彦根南 滋賀
＜女子＞

川口中学校 予選Ｆ組 １－０－１

決勝トーナメント １回戦 ◯
０－０

ＳＯ１－０
東原 栃木

準々決勝 ✕ ２－３ 大谷 富山 　
沼宮内中学校 予選Ｈ組 ２－０－０

決勝トーナメント １回戦 ◯ ３－２ 瀬戸 岡山
準々決勝 ✕ ０－４ 朝日 福井 　



第３７回全国中学校スケート大会ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技 ２月４日（土）～２月７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 北陵 44位 1ポイント
５００ｍ 予選 21位 ４０．１６ 通過

決勝 19位 ４０．５６２ －
１０００ｍ 佐々木　海星 北陵 予選 48位 １：２１．８６ 不通過
１５００ｍ 佐藤　心太 北陵 予選 46位 ２：１４．５１ 不通過
３０００ｍ 夏目　楓馬 城西 予選 32位 ４：０８．９９ 不通過

内沢　勇翔 滝沢第二 予選 － ４：２９．５０ 不通過
佐藤　心太 北陵 予選 － ４：４４．５８ 不通過

５０００ｍ 予選 22位 ７：０３．９４ 通過
＜決勝＞ 18位 ７：２８．７８ －

内沢　勇翔 滝沢第二 予選 30位 ７:２６．８６ 不通過
＜女子＞
学校対抗
５００ｍ 大坪　沙紀 滝沢南 予選 31位 ４３．２１ 不通過

岩崎　瑞穂 滝沢第二 予選 － ５０．４４ 不通過
１０００ｍ 吉田　雪乃 北陵 予選 26位 １：２５．６６ 不通過

大坪　沙紀 滝沢南 予選 － １：２８．３７ 不通過
岩崎　瑞穂 滝沢第二 予選 － １：４１．７６ 不通過

１５００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 － ２：２８．５８ 不通過
３０００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 － ５：１９．３０ 不通過

【フィギュア】
ショートプログラム 佐藤　朱鳥 仙北 　 46位 ２１．９０ 不通過
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】 氏名 所属 合計時間 順位 時間① 時間②
男子　大回転 柿崎　直希 乙部 ２：１３．７９ ５位 １：０８．６６ １：０５．１３

横欠　秀斗 雫石 ２：１８．７７ ２６位 １：１１．４８ １：０７．２９
佐藤　大翔 北陵 ２：１９．１２ ２７位 １：１０．９４ １：０８．１８
菅原　陸翔 紫波第一 ２：２２．３６ ３９位 １：１３．２２ １：０９．１４
佐竹　諒一郎 乙部 － １本目棄権 － －

男子　回転 菅原　陸翔 紫波第一 １：３８．９９ ３７位 ４７．９６ ５１．０３
髙橋　大虎 和賀西 － ２本目棄権 ５０．２８ －
及川　祐剛 飯豊 － ２本目棄権 ５０．６１ －
米倉　司哲 岩手 － ２本目棄権 ５２．８１ －

女子　大回転 吉田　朱里 久慈 ２：３０．２７ ４７位 １：１６．６０ １：１３．６７
森　美沙希 九戸 ２：４１．６２ ８２位 １：２１．５２ １：２０．１０
美濃　あゆ 西根 － １本目棄権 － －
関口　凪沙 奥中山 － １本目棄権 － －

女子　回転 佐藤　梨花 東水沢 １：４１．８９ ３４位 ４９．５９ ５２．３０
吉田　朱里 久慈 １：４６．１０ ４５位 ５１．５８ ５４．５２
鈴木　　英 一関 １：５６．４５ ５６位 ４８．１７ １：０８．２８
関口　凪沙 奥中山 － ２本目棄権 ５３．６９ －

【ノルディック】
男子　5kmクラシカル 大堰　　徳 沢内 １５：３８．９ １７位

鈴木　　塁 一戸 １６：２７．３ ４９位
久保　飛雅 奥中山 １６：２９．８ ５２位
吉田　悠二 雫石 １７：０８．６ ７０位
上山　倖大 奥中山 １７：２７．９ ７７位
八重樫　海斗 湯本 １９：１２．９ １１４位

男子　5kmフリー 大堰　　徳 沢内 １３：４６．５ ９位
鈴木　　塁 一戸 １４：３５．８ ４９位
古川　端晴輝 雫石 １５：１１．７ ７６位
久保　飛雅 奥中山 １５：３７．０ ８７位
高畑　拓実 雫石 １６：３３．５ １０９位
上山　倖大 奥中山 １７：０５．０ １１９位

男子　4×5knリレー 大堰　　徳 沢内 ５９：５０．２ ７位 １５：０７．１ ２位
久保　飛雅 奥中山 １６：３３．６ ９位
鈴木　　塁 一戸 １４：０８．０ ９位
古川　端晴輝 雫石 １４：０１．５ ６位

女子　3kmクラシカル 森　冬姫子 松尾 １１：１２．２ ２７位
上川原　遥 雫石 １１：１４．３ ２８位
小田　綺花 雫石 １１：２５．６ ３８位
桐山　はる菜 雫石 １１：３０．２ ４０位
高橋　杏美 雫石 １１：３１．３ ４１位
掃部　春菜 沢内 １１：４２．３ ４７位

女子　3kmフリー 小田　綺花 雫石 １０：２５．０ ２３位
桐山　はる菜 雫石 １０：２６．１ ２６位
上川原　遥 雫石 １０：４０．７ ３８位
森　冬姫子 松尾 １１：０３．６ ５１位
高橋　杏美 雫石 １１：１９．２ ６２位

夏目　楓馬 城西

佐々木　海星 北陵



第３７回全国中学校スケート大会ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技 ２月４日（土）～２月７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 北陵 44位 1ポイント
５００ｍ 予選 21位 ４０．１６ 通過

決勝 19位 ４０．５６２ －
１０００ｍ 佐々木　海星 北陵 予選 48位 １：２１．８６ 不通過
１５００ｍ 佐藤　心太 北陵 予選 46位 ２：１４．５１ 不通過
３０００ｍ 夏目　楓馬 城西 予選 32位 ４：０８．９９ 不通過

内沢　勇翔 滝沢第二 予選 － ４：２９．５０ 不通過
佐藤　心太 北陵 予選 － ４：４４．５８ 不通過

５０００ｍ 予選 22位 ７：０３．９４ 通過
＜決勝＞ 18位 ７：２８．７８ －

内沢　勇翔 滝沢第二 予選 30位 ７:２６．８６ 不通過
＜女子＞
学校対抗
５００ｍ 大坪　沙紀 滝沢南 予選 31位 ４３．２１ 不通過

岩崎　瑞穂 滝沢第二 予選 － ５０．４４ 不通過
１０００ｍ 吉田　雪乃 北陵 予選 26位 １：２５．６６ 不通過

大坪　沙紀 滝沢南 予選 － １：２８．３７ 不通過
岩崎　瑞穂 滝沢第二 予選 － １：４１．７６ 不通過

１５００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 － ２：２８．５８ 不通過
３０００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 － ５：１９．３０ 不通過

【フィギュア】
ショートプログラム 佐藤　朱鳥 仙北 　 46位 ２１．９０ 不通過
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】 氏名 所属 合計時間 順位 時間① 時間②
男子　大回転 柿崎　直希 乙部 ２：１３．７９ ５位 １：０８．６６ １：０５．１３

横欠　秀斗 雫石 ２：１８．７７ ２６位 １：１１．４８ １：０７．２９
佐藤　大翔 北陵 ２：１９．１２ ２７位 １：１０．９４ １：０８．１８
菅原　陸翔 紫波第一 ２：２２．３６ ３９位 １：１３．２２ １：０９．１４
佐竹　諒一郎 乙部 － １本目棄権 － －

男子　回転 菅原　陸翔 紫波第一 １：３８．９９ ３７位 ４７．９６ ５１．０３
髙橋　大虎 和賀西 － ２本目棄権 ５０．２８ －
及川　祐剛 飯豊 － ２本目棄権 ５０．６１ －
米倉　司哲 岩手 － ２本目棄権 ５２．８１ －

女子　大回転 吉田　朱里 久慈 ２：３０．２７ ４７位 １：１６．６０ １：１３．６７
森　美沙希 九戸 ２：４１．６２ ８２位 １：２１．５２ １：２０．１０
美濃　あゆ 西根 － １本目棄権 － －
関口　凪沙 奥中山 － １本目棄権 － －

女子　回転 佐藤　梨花 東水沢 １：４１．８９ ３４位 ４９．５９ ５２．３０
吉田　朱里 久慈 １：４６．１０ ４５位 ５１．５８ ５４．５２
鈴木　　英 一関 １：５６．４５ ５６位 ４８．１７ １：０８．２８
関口　凪沙 奥中山 － ２本目棄権 ５３．６９ －

【ノルディック】
男子　5kmクラシカル 大堰　　徳 沢内 １５：３８．９ １７位

鈴木　　塁 一戸 １６：２７．３ ４９位
久保　飛雅 奥中山 １６：２９．８ ５２位
吉田　悠二 雫石 １７：０８．６ ７０位
上山　倖大 奥中山 １７：２７．９ ７７位
八重樫　海斗 湯本 １９：１２．９ １１４位

男子　5kmフリー 大堰　　徳 沢内 １３：４６．５ ９位
鈴木　　塁 一戸 １４：３５．８ ４９位
古川　端晴輝 雫石 １５：１１．７ ７６位
久保　飛雅 奥中山 １５：３７．０ ８７位
高畑　拓実 雫石 １６：３３．５ １０９位
上山　倖大 奥中山 １７：０５．０ １１９位

男子　4×5knリレー 大堰　　徳 沢内 ５９：５０．２ ７位 １５：０７．１ ２位
久保　飛雅 奥中山 １６：３３．６ ９位
鈴木　　塁 一戸 １４：０８．０ ９位
古川　端晴輝 雫石 １４：０１．５ ６位

女子　3kmクラシカル 森　冬姫子 松尾 １１：１２．２ ２７位
上川原　遥 雫石 １１：１４．３ ２８位
小田　綺花 雫石 １１：２５．６ ３８位
桐山　はる菜 雫石 １１：３０．２ ４０位
高橋　杏美 雫石 １１：３１．３ ４１位
掃部　春菜 沢内 １１：４２．３ ４７位

女子　3kmフリー 小田　綺花 雫石 １０：２５．０ ２３位
桐山　はる菜 雫石 １０：２６．１ ２６位
上川原　遥 雫石 １０：４０．７ ３８位
森　冬姫子 松尾 １１：０３．６ ５１位
高橋　杏美 雫石 １１：１９．２ ６２位

夏目　楓馬 城西

佐々木　海星 北陵

女子　4×3knリレー 森　冬姫子 松尾 ３９：４４．０ ６位 １０：５５．２ ６位
桐山　はる菜 雫石 １０：４７．０ ８位
上川原　遥 雫石 ９：００．５ ６位
小田　綺花 雫石 ９：０１．３ ６位

【スペシャルジャンプ】 ① ②
ミディアムヒル 小林　龍尚 松尾 ２１２．６点 ５位 ４８．０ｍ ５４．４ｍ

矢部　凛香 安代 １２５．０点 ３７位 ３４．５ｍ １６．６ｍ

【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 ＋１１．２ ２位 １０６．８（２） １１：４８．２（２）


