
岩手県中学校体育連盟

第３7回東北中学校陸上競技大会 ８月８日（月）～１０日（水）
秋田県秋田市：秋田県営陸上競技場

＜男子＞
学校対抗 １６点 １位

１４点 ２位
１年１００ｍ 若槻　猛 前沢 11.94 １位
２年１００ｍ 高杉　時史 金ケ崎 11.12 １位 県中学新
２００ｍ 小原　寛耀 石鳥谷 23.22 ６位 追い風参考
８００ｍ 生駒　隆児 山田 2.03.15 ３位
１年１５００ｍ 岩舘　　伯 北上 4.20.84 ２位

鈴木　健真 見前 4.29.32 ８位
２・３年１５００ｍ 佐々木　塁 盛岡河南 3.56.00 １位

吉田　海渡 一関一高附属 4.09.93 ５位
３０００ｍ 十文字　優一 福岡 3.59.78 ２位

杉田　真英 雫石 9.12.41 ５位
１１０ｍハードル 菊地　琳太朗 水沢南 14.74 ３位

佐藤　隼人 水沢 15.17 ６位
走り高跳び 畑　　　昴 盛岡河南 1ｍ83 １位

加藤　尚也 仙北 1ｍ80 ３位
藤本　光太 花巻 1ｍ70 ８位

走り幅跳び 千葉　晃誠 水沢 6ｍ39 ４位
四種競技 藤　　樹輝 水沢南 2345 ２位

加藤　　蓮 北陵 2185 ７位
佐竹　雅希 江釣子 2201 ６位

低学年４００ｍリレー 相澤　勇気 矢巾北 47.38 ４位
髙橋　　凌
三上　　楓
高橋　拓夢
佐倉　瑠之輔 下小路 47.59 ６位
柏葉　聡太
田村　太陽
高林　　大

４００ｍリレー 菊地　琳太朗 水沢南 45.21 ８位
藤　　樹輝
菅原　愛翔
佐藤　圭斗

＜女子＞
学校対抗 ２１点 １位

２０点 ２位
１年１００ｍ 春日　美月 北陵 12.87 ２位

菅原　さくら 東山 12.92 ４位
３年１００ｍ 民部田　若葉 石鳥谷 12.64 ５位

佐々木　雅 北陵 12.73 ８位
２００ｍ 佐々木　慧 石鳥谷 25.76 １位

藤沢　楓華 見前南 26.52 ８位
８００ｍ 齋藤　祐美 厨川 2.20.84 ８位
１年１５００ｍ 若狹　愛友奈 見前 4.55.81 ３位

漆原　恵美 見前南 4.58.21 ４位
阿部　有那 萩荘 4.59.16 ８位

2・3年１５００ｍ 錦戸　楓南 下橋 4.42.05 ３位
１００ｍハードル 八重樫　叶子 江釣子 14.99 ６位
走り高跳び 八重樫　澄佳 北上 1m54 ３位
走り幅跳び 山中　愛仁果 厨川 5m49 １位
４００ｍリレー 佐々木　慧 石鳥谷 49.48 １位

民部田　若葉
金澤　夢路
川村　芽生
春日　美月 北陵 50.50 ３位
栃澤　亜美
佐々木　雅
髙橋　菜々子
山中　愛仁果 厨川 50.84 ５位
齋藤　祐美
福田　栄里
田口　奎乃

四種競技 福田　栄里 厨川 ２５８９ 1位
谷井　亜弥 北上・南 ２２４７ 8位

盛岡市立河南中学校
奥州市立水沢南中学校

盛岡市立厨川中学校
花巻市立石鳥谷中学校

平成２８年度　東北中学校体育大会の入賞一覧



第４８回東北中学校水泳競技大会 ８月３日（水）～５日（金）
宮城県利府市：セントラルスポーツ宮城G21プール

＜男子＞
学校対抗

５０ｍ自由形 淀川　泰誠 紫波一 25.55 ３位
１００ｍ自由形 淀川　泰誠 紫波一 55.67 ３位
１００ｍ背泳ぎ 辻山　歩夢 磐井 1：00.17 ２位 全中出場

勝山　大暉 北陵 1：05.26 ８位
２００ｍ背泳ぎ 辻山　歩夢 磐井 2：09.85 ２位 全中出場

勝山　大暉 北陵 2：17.68 ５位
１００ｍ平泳ぎ 山内　大地 滝沢南 1：07.40 ２位
２００ｍ平泳ぎ 山内　大地 滝沢南 2：22.04 １位 全中出場

高橋　大也 上野 2：33.60 ９位
１００mバタフライ 酒井　裕太郎 福岡 59.95 ７位
２００ｍバタフライ 吉田　真希 大宮 2：13.50 ５位

酒井　裕太郎 福岡 2：14.88 ７位
２００ｍ個人メドレー 今野　文翔 水沢南 2：12.51 ２位 全中出場
４００ｍ個人メドレー 今野　文翔 水沢南 4：47.46 ４位

川口　　玲 松園 4：56.22 ７位
冨手　海陸 仙北 4：57.79 ８位

＜女子＞
学校対抗 27点 ３位

16点 ８位
５０ｍ自由形 及川　羽藍 北上 27.88 ４位

田中　寧々 渋民 28.30 6位
１００ｍ自由形 及川　羽藍 北上 1：01.09 ７位

菊池　采花 江釣子 1：00.64 ５位
４００ｍ自由形 那須　玲夏 東山 4：42.80 6位
８００ｍ自由形 小苅米　南月 岩大附属 9：36.89 ５位

那須　玲奈 東山 9：35.37 ３位
千葉　あんな 磐井 9：35.54 ４位

２００ｍ背泳ぎ 小野寺　彩華 紫波第一 2：26.69 ８位
１００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 1：14.99 ７位 全中出場

浅沼　蒼い 乙部 1：16.00 ８位
２００ｍ平泳ぎ 東條　真奈 下小路 2：39.51 ６位
１００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 1：02.80 １位

千葉　美南 水沢南 1：05.23 6位
佐々木　咲耶 北上 1：05.67 ８位
千田　恭子 北上南 1：05.50 ７位

２００ｍバタフライ 中島　千咲代 滝沢 2：16.93 １位 全中出場
佐々木　咲耶 北上 2：24.14 ４位
千葉　美南 水沢南 2：28.63 ８位

４００ｍ個人メドレー 浅沼　芽依 下小路 5：14.47 6位
４００ｍリレー 北上中学校 及川　羽藍 4:09.75 ２位 全中出場

小野寺　七蘭
戸草内　里奈
佐々木　咲耶

下小路中学校 東條　真奈 4:15.84 ５位
浅沼　芽依
滝口　美里
米内　温美

４００ｍメドレーリレー 江釣子中学校 高橋　みなみ 4:45.85 ７位
西裏　結羽
照井　咲貴
菊池　采花

第３７回東北中学校サッカー大会 ８月３日（水）～８月５日（金）
福島県福島市：とうほう・みんなのスタジアム

＜男子＞
遠野中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ８－１ 山方・長井南
準決勝 × ０－４ 青森山田 ３位

代表決定戦 × ０－２ 青森・三本木

北上中学校
下小路中学校



第４5回東北中学校ハンドボール大会 ８月１日（月）～８月３日（水）
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 ○ ２８－１９ 山形・東根一
準決勝 ○ ２９－２８ 福島・郡山一
決勝 ○ ２９－１９ 宮城・高砂 １位（２年連続）

＜女子＞
花巻中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ２５－１８ 山形・尾花沢
準決勝 ○ ２３－１６ 福島・信夫
決勝 × ２４－３２ 山形・東根一 ２位

第４５回東北中学校体操競技・新体操選手権大会
８月７日（金）～９日（日）

体操競技 秋田県能代市：能代総合体育館
＜男子＞
個人総合 吉田　　求 大宮中学校 73.05 ２位 全中出場

高橋　　響 矢巾北中学校 70.75 ５位 全中出場
床 吉田　　求 大宮中学校 18.55 ２位
あん馬 高橋　　響 矢巾北中学校 17.70 ４位
跳馬 高橋　　響 矢巾北中学校 18.75 ２位
鉄棒 吉田　　求 大宮中学校 18.95 ２位

高橋　　響 矢巾北中学校 17.80 ６位
＜女子＞
個人総合 照井　梓月 花巻中学校 49.10 ３位 全中出場
跳馬 照井　梓月 花巻中学校 13.05 ３位
平均台 照井　梓月 花巻中学校 13.05 ４位
段違い平行棒 照井　梓月 花巻中学校 11.45 ４位
床 照井　梓月 花巻中学校 12.50 ６位

新体操 ７月３１日（日）～２日（火）
＜女子・団体＞ 青森県青森市：マエダアリーナ

北陵中学校 田井　萌香 Ｄ： 4.55 ６位
伊藤　あかね Ｅ： 5.50
澤口　真由 計：10.05
小倉　えみり
佐藤　　舞
金子　日花
小松　彩夏
福嶋　花菜

＜男子・団体＞
滝沢南中学校 細谷　悠樹 構成：7.45 １位

志知　拓郎 実施：6.45
関　　諒介 計：13.90
上端　留偉
地藏堂　和博
中村　　央
浅沼　大雅
相馬　武和

細谷　悠樹 ｽﾃｨｯｸ：⑤14.05 個人総合 4位
(滝沢南中学校) ﾘﾝｸﾞ：③14.95 29.00

第４６回東北中学校バレーボール大会 ８月６日（土）～８日（月）
山形県天童市：山形県総合運動公園体育館

＜男子＞
金ケ崎中学校 １回戦 シード

２回戦 ○ ２－０ 山形・陵南
３回戦 ○ ２－０ 宮城・古川
準決勝 × ０－２ 岩手・雫石 ３位

宮野目中学校 １回戦 ○ ２－０ 青森・木造
２回戦 ○ ２－０ 山形・陵西
３回戦 ○ ２－１ 宮城・名取一
準決勝 × １－２ 青森・稲垣 ３位

雫石中学校 １回戦 シード
２回戦 ○ ２－０ 福島・松陵
３回戦 ○ ２－０ 宮城・将監
準決勝 ○ ２－０ 岩手・雫石
決勝 ○ ２－０ 青森・稲垣 初優勝【全中出場】



第４４回東北中学校ソフトテニス大会 ８月８日（月）～１０日（水）
秋田県大館市：大館市高館公園テニスコート〈樹海ドーム〉

＜男子個人＞
佐藤　　壮 北上 １回戦 シード
松橋　嘉依 ２回戦 ◯ ４－１ 佐久間･石黒（宮城･角田）

３回戦 ◯ ４－０ 鈴木・工藤（福島・西郷一）
準々決勝 × １－４ 沢田・長岡（山形・酒田三） ３位
代表決定戦 ◯ ４－３ 斎須･藤田（福島・白川東） 全中出場

高橋　遼羽 前沢 １回戦 シード
高橋　祥太 ２回戦 ◯ ４－３ 竹村･加藤（秋田･仙北）

３回戦 ◯ ４－３ 佐藤･湯田（福島･泉）
準々決勝 × ３－４ 白鳥・星（宮城･南方）
代表決定戦 × １－４ 池田･荒木（山形・鶴岡一）

＜女子個人＞
松橋　由依 北上 １回戦 シード
及川　　彩 ２回戦 ◯ ４－０ 江端・渡邉（山形･中山）

３回戦 ◯ ４－１ 高杉･三上（青森･板柳）
準々決勝 × ３－４ 庄司・川又（山形・真室川）
代表決定戦 × ２－４ 角田･宗像（福島・西郷二）

＜男子団体＞
前沢中学校 岩手 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ ○ １－１ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

１回戦 ○ ２－０ 宮城・南方
準決勝 × １－２ 福島・二本松一 ３位

第４６回東北中学校卓球大会 ８月５日（土）～７日（月）
岩手県奥州市：奥州市総合体育館

＜男子シングルス＞
竹沢　瑞生 吉里吉里 １回戦 シード

２回戦 × ０－３ 小清水 青森・鮫
福島　成亜 大野 １回戦 ○ ３－１ 工藤 青森・南部

２回戦 × ０－３ 星 宮城・向洋
朽木　雅貴 水沢南 １回戦 × ０－３ 菅原 宮城・高砂
中島　楓希 城東 １回戦 × １－３ 照井 秋田・桜
川原　歩士 九戸 １回戦 × ０－３ 伊藤 山形・鶴岡三
伊藤　智範 萩荘 １回戦 × ０－３ 加藤 福島・郡山三
髙橋　碧斗 矢巾北 １回戦 × ２－３ 竹埜 青森・弘前一
堀川　隼杜 厳美 １回戦 ○ ３－０ 三瓶 福島・尚英

２回戦 × １－３ 眞坂 秋田・本庄南
佐藤　航平 厳美 １回戦 × ０－３ 齋藤 福島・郡山二
佐々木　陸斗 水沢 １回戦 ○ ３－１ 真壁 秋田・天王

２回戦 × ０－３ 佐藤 山形・山形四
佐藤　健登 花泉 １回戦 × １－３ 武藤 秋田・大曲西
屋敷　　大 軽米 １回戦 × ０－３ 髙橋 福島・飯野
佐藤　　圭 萩荘 １回戦 × ０－３ 窪 山形・鶴岡二
小島　吉幸 興田 １回戦 × ０－３ 久留嶋 秋田・大館一

＜女子シングルス＞
佐藤　瑠衣 大東 １回戦 ○ ３－０ 熊田 福島・内郷一

２回戦 ○ ３－０ 濱田 秋田・御野場
３回戦 ◯ ３－０ 神 青森・弘前三
準々決勝 × ０－３ 橋本 山形・米沢四

〈女子団体戦〉
大東中学校 岩手 決勝T・1回戦 ○ ３－２ 山形・鶴岡第三

準決勝 ○ ３－１ 宮城・三本木 全中出場
決勝 × １－３ 福島・郡山第二 ２位

第３７回東北中学校バドミントン大会 ８月７日（日）～９日（火）
青森県弘前市：青森県武道館

＜男子団体＞
１回戦 ◯ ２－１ 山形・鶴岡二
準々決勝 ◯ ２－１ 宮城・鹿島台
準決勝 × ０－２ 福島・猪苗代 ３位

全中代表戦 × １－２ 宮城・聖ウルスラ

第４３回東北中学校女子ソフトボール大会 ８月６日（土）～８日（月）
岩手県花巻市：石鳥谷ふれあい広場

〈女子〉
花泉中学校 １回戦 ○ ６－３ 福島・田島

２回戦 ○ ８－４ 山形・米沢二
準決勝 ○ ６－４ 青森・上北 ２位
決　勝 × １０－０ 秋田・東雲＋能代東＋能代に 全中出場

第３９回東北中学校柔道大会 ８月７日（日）～８日（月）
福島県郡山市：郡山市総合体育館

＜女子団体戦＞
大迫中学校 岩手県 予選Bブロック １－１

準々決勝 ◯２－１ 岩手・東和
準決勝 ×１－２ 青森・鶴田 ３位

矢沢中学校





第３９回東北中学校柔道大会 ８月７日（日）～８日（月）
福島県郡山市：郡山市総合体育館

＜男子個人戦＞
５０ｋｇ級 髙橋　　陸 江釣子 １回戦 シード ３位

２回戦 ◯袈裟固 藤井（秋田･八郎潟）
準々決勝 ◯優勢 神尾（山形・山形三）
準決勝 ×小内刈 佐々木（青森･鶴田）

６０ｋｇ級 内舘　　駿 宮古一 １回戦 シード 5位
２回戦 ◯背負投 後坊（宮城･六郷）
準々決勝 ×有効 剣持（福島・平一）

６６ｋｇ級 佐藤　広大 紫波一 １回戦 シード 5位
２回戦 ◯僅差 臼井（山形・立川）
準々決勝 ×反則 田山（宮城・袋原）

７３ｋｇ級 岡山　岳人 長内 １回戦 シード ３位
２回戦 ◯優勢 秋保（山形・戸沢）
準々決勝 ◯片手絞 酒井（福島･内郷一）
準決勝 ×横四方固 伊藤（秋田･東雲）

８１ｋｇ級 大宮　秀太 長内 １回戦 シード ３位
２回戦 ◯払い腰 原（秋田・仙北）
準々決勝 ◯縦四方固 小松（福島・向陽）
準決勝 ×優勢 渋谷（青森・五所川原一）

90kg超級 須藤　　駿 雫石 １回戦 シード １位
２回戦 ◯払い腰 間宮（山形・尾花沢）
準々決勝 ◯優勢 杉田（福島・坂下）
準決勝 ◯後けさ固 佐藤（秋田・御野場）
決勝 ◯合わせ技 中村（青森･湊）

＜女子個人戦＞
４０ｋｇ級 金子　能亜 大宮 予選1試合目 〇有効 松本玲(秋田・大曲) １位

予選2試合目 〇僅差 吉田(福島・小野）
準決勝 〇反則 狩野（宮城・志波姫）
決勝 〇小内刈 松本朱(秋田・大曲)

４４ｋｇ級 佐藤　暖心 長内 予選1試合目 〇小内刈 大西（青森・車力） ３位
予選2試合目 〇有効 浅利（秋田・城南）
準決勝 ×大内刈 小幡(宮城・日吉台）

４８ｋｇ級 髙田　ほくと 大宮 予選1試合目 〇内股 佐藤（宮城・丸森） 5位
予選2試合目 ×僅差 神尾（福島・郡山六）

５２ｋｇ級 盛内　茉彩紀 大迫 予選1試合目 〇背負投 山方（秋田・男鹿東） １位
予選2試合目 〇袈裟固 宮崎（青森・鶴田）
準決勝 〇優勢 泉（福島・坂下）
決勝 〇優勢 千葉美（青森･湊）

５２ｋｇ級 菊池　明日香 東和 予選1試合目 ×片手絞 千葉（宮城・石巻港） 5位
予選2試合目 〇僅差 斉藤（山形・戸沢）

５７ｋｇ級 千葉　まなみ 北上 予選1試合目〇横四方固 千葉（宮城・石巻港） 5位
予選2試合目 ×有効 石岡（青森・五所川原一）

６３kg級 鈴木　胡桃 大迫 予選1試合目 〇払腰 齋藤(秋田・合川） ３位
予選2試合目〇一本背負投 菊地（宮城・玉浦）
準決勝 ×優勢 宮崎(青森・鶴田）

７０kg超級 谷地　　　望 雫石 予選1試合目 〇袈裟固 狩野（宮城・石巻湊） １位
予選2試合目 〇僅差 菊池(福島・坂下）
準決勝 〇優勢 佐藤(青森・鶴田）
決勝 〇優勢 菅原（福島・小浜二）



第３６回東北中学校相撲大会 ８月８日（月）～１０日（水）
青森県十和田市町：十和田市相撲場

＜個人戦＞
２年：福浦　大翔 決勝トーナメント 準々決勝 ◯ つり出し 三浦（宮城･栗駒）

（巻堀） 準決勝 ◯ 上手投げ 鳴戸（青森・木造）
決勝 × 寄り倒し 粂（山形･羽黒） ２位

第２６回東北中学校ホッケー選手権大会 ７月２９日（金）～７月３１日（日）
山形県川西町：川西町総合運動公園ホッケー場

＜男子＞
川口中学校 沼宮内中学校

第１試合 △ １－３ 栗原西 宮城 【１回戦敗退】
第２試合 ◯ ５－２ 堀口･三沢一 青森

１回戦 ○ ２－１ 羽後 秋田
準決勝 ○ ４－０ 棚倉 福島

決勝 ○
０－０
ＳＯ
３－４

川西 山形
２位

全中出場

＜女子＞
沼宮内中学校

第１試合 ○ ７－０ 築館 宮城
第２試合 ○ ７－１ 堀口・三沢一 青森

1回戦 ○ １７－１ 羽後 秋田
準決勝 ○ ７－０ 棚倉 福島 １位
決勝 ○ ２－０ 栗原西 宮城 全中出場

川口中学校
第１試合 △ １－２ 栗原西 宮城
第２試合 ○ １２－１ 羽後 秋田

１回戦 ○ ６－２ 堀口・三沢一 青森
　 準決勝 △ １－２ 栗原西 宮城

３位決定戦 ○
２－２
SO
２－０

棚倉 福島
３位

全中出場

～決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ～

～予選リーグ～

～予選リーグ～

～決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ～

～決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ～

～予選リーグ～


