
第３８回東北陸上競技大会　 ８月８日（火）～１０日（木）
【男子】 青森県総合運動公園陸上競技場
種目 学校名 決勝 順位
１年１００ｍ 石川 康明 宮野目 12.47 7
２年１００ｍ 若槻 猛 前沢 11.64 2

後藤 大亮 東水沢 11.69 3
３年１００ｍ 髙杉 時史 金ケ崎 10.89 1
共通４００ｍ 佐々木 優里 滝沢 51.08 1
共通８００ｍ 吉田 海渡 一関一高附属 2.04.10 8

大堰 徳 沢内 2.01.84 5
２，３年１５００ｍ 武田 和馬 滝沢南 4.12.64 4
共通３０００m 小原 快都 遠野 8.51.56 2

佐藤 碧 仙北 9.10.04 7
共通１１０ｍH 柏葉 聡太 下小路 14.83 5
共通走高跳 阿部 倭 仙北 1.75 3

中山 侑也 厨川 1.75 6
共通棒高跳 箱崎 翔大 北上 3.70 5
共通走幅跳 高前田 涼斗 雫石 6.02 8
共通砲丸投 三田地 駿太郎 米内 14.11 1
共通四種競技 吉田 翔 盛岡河南 2301 4

滝沢 涼太 大宮 2268 5
共通４×１００ｍR 柏葉 聡太 下小路 45.34 7

高林 大
山内 春人
熊澤 晴仁
佐倉 瑠之輔
田村 太陽

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
１年１００ｍ 栃澤 里奈 土淵 12.82 1

小倉 侑奈 滝沢 13.17 5
筑後 なごみ 紫波一 13.02 3

２年１００ｍ 春日 美月 北陵 13.03 6
３年１００ｍ 畠山 瑠璃 厨川 12.86 6

村松 梨々香 北上 12.97 7
共通２００ｍ 菊池 朱織 下小路 26.15 2
共通８００ｍ 佐藤 和 北上南 2.23.01 7
１年１５００ｍ 田中 希歩 矢巾 4.46.73 2
共通１００ｍH 谷井 亜弥 北上南 16.26 7

田原 彩名 下橋 15.01 4
共通走高跳 八重樫 澄佳 北上 1.60 1

佐々木 莉生 厨川 1.51 5
共通走幅跳 和賀 友香 磐井 5.00 6
共通４種競技 小野寺 茉子 水沢南 2226 6
低学年４×１００ｍR 中川 璃乃 滝沢 52.15 2

橋本 星那
毛藤 想
小笠原 咲
吉田 美歩
中山 空央

共通４×１００ｍR 梅澤 優月 北上 51.24 4
藤本 美桜
村松 梨々香
八重樫 澄佳
晴山 陽真李
平賀 真帆
大清水 綺良 見前南 50.84 2
浅沼 伶南
漆原 恵美
三浦 明彩花
吉田 楓音
栃澤 亜美 北陵 51.45 7
吉田 雪乃
佐々木 陽菜
春日 美月
齋藤 南美
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第49回東北中学校水泳競技大会 8月7日（月）～9日(水)
【男子】 福島県いわき市民プール
種目 学校名 決勝 順位
自由形200m 水沢南 1:59.28 3
自由形400m 磐井 4:18.32 4
自由形1500m 磐井 17:20.22 2

宮野目 1:10.67 8
平泳ぎ200m 岩大附属 2:31.30 7

宮野目 2:29.19 5
バタフライ100m 水沢南 57.82 2
個人メドレー200m 桜町 2:16.80 6

福岡 2:18.14 8
個人メドレー400m 桜町 4:43.84 2

福岡 4:53.51 5
【女子】
種目 学校名 決勝 順位
自由形50m 江釣子 28.21 3

渋民 28.40 5
自由形100m 江釣子 1:01.57 7

見前 1:02.01 8
自由形400m 東山 4:38.29 3
自由形800m 東山 9:34.56 3
背泳ぎ100m 福岡 1:07.57 3
平泳ぎ100m 乙部 1:13.84 2

福岡 1:16.86 8
乙部 2:39.71 3
福岡 2:39.99 4

バタフライ100m 北上 1:05.51 4
バタフライ200m 北上 2:24.73 5
個人メドレー200m 下小路 2:27.48 1
個人メドレー400m 下小路 5:08.93 2

フリーリレー4×100m 福岡 4:13.60 3

メドレーリレー4×100m 福岡 4:40.48 2

第47回東北中学校バスケットボール競技大会 8月8日(火)～10日(木)
【男子】 秋田県CANｱﾘｰﾅ★あきた
学校名 スコア 対戦相手 結果 順位

予選ﾘｰｸﾞ 2勝0敗
準決勝 ６６－５０ 津軽(青森) ×

学校名 スコア 対戦相手 結果 順位
予選ﾘｰｸﾞ 2勝0敗
準決勝 ６６－５０ 大越(福島) 〇
決勝 ６１－４５ 大曲(秋田) 〇

第38回東北中学校サッカー競技大会 8月4日(金)～6日(日)
山形県鶴岡市小真木運動公園

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 ０－０

４－１PK
準々決勝 ２－１ 広瀬(宮城) 〇
準決勝 ７－１ 田名部（青森） 〇
決勝 ０－９ 青森山田 ×

氏名

氏名

今野　文翔
尾形　紘介
尾形　紘介
橋場　　心
平澤　実禄
橋場　　心
今野　文翔

菊池　采花
田中　寧々
菊池　采花

スコア

菊池　幹大
小田島　颯
菊池　幹大
小田島　颯

福田　明里 ①
千葉　彩佳 ①
酒井　夏実 ①
山崎　桃子③

山崎　桃子 ③
千葉　彩佳 ①
酒井　夏実 ①
福田　明里①

浅沼　蒼い
千葉　彩佳
佐々木咲耶
佐々木咲耶
浅沼　芽依
浅沼　芽依

明健(福島) 〇

2

熊谷　菜那
那須　玲奈
那須　玲奈

1

3

浅沼　蒼い
千葉　彩佳

山崎　桃子

石鳥谷

盛岡白百合学園

遠野



第46回東北中学校ハンドボール競技大会 8月2日(水)～4日(金)
【男子】 宮城県大和町総合体育館ほか

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 シード
2回戦 ３８－１８ 湯沢南(秋田) 〇
準決勝 ２２－２８ 本宮一(福島) ×

【女子】
学校名 対戦相手 結果 順位

1回戦 ２０－１３ 成田（宮城） 〇
2回戦 ２８－１１ 東根一（山形） 〇
準決勝 １９－２２ 石川（福島） ×
1回戦 シード 　
2回戦 １８－９ 湯沢北（秋田） 〇
準決勝 ２５－２９ 中田（宮城） ×

第46回東北中学校体操競技選手権大会 8月7日（月）～9日（水）
【男子】 岩手県営体育館

種目 学校名 得点 順位
大宮 75.800 1
矢巾北 74.550 3

種目別ゆか 大宮 19.350 1
大宮 19.000 2
矢巾北 18.950 3

種目別跳馬 矢巾北 19.000 1
大宮 19.000 1
矢巾北 18.600 4

第47回東北中学校バレーボール大会 8月5日（土）～7日（月）
【男子】 秋田県大館市：タクミアリーナ

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 シード
2回戦 ２－０ 南小泉（宮城） 〇
準々決勝 ２－０ 尾上（青森） 〇
準決勝 ２－０ 陵西（山形） 〇
決勝 ０－２ 稲垣（青森） ×

第45回東北中学校ソフトテニス競技大会 8月8日（火）～10日（木）
【男子・個人】 新青森県総合運動公園テニスコート

選手名 対戦相手 結果 順位

準々決勝 ４－０ 山形・鶴岡一 〇
準決勝 ２－４ 福島・西郷一 ×

【女子・個人】
選手名 対戦相手 結果 順位

準々決勝 ４－１ 宮城・広瀬 〇
準決勝 ０－４ 山形・真室川 ×

準々決勝 ４－３ 山形・宮内 〇
準決勝 ４－０ 青森・十和田 〇
決勝 ２－４ 山形・真室川 ×

【女子・団体】
学校名 対戦相手 結果 順位

予選ﾘｰｸﾞ 1勝1敗
準々決勝 ２－１ 向陽台・宮城 〇
準決勝 ０－２ 宮内・山形 ×

3

スコア

3

3

スコア

氏名
吉田　　求
髙橋　　響
吉田　　求
吉田　　求

矢巾北

大宮

花巻

スコア

3昆・佐藤（金ケ崎）

スコア

松橋・及川（北上） 3

2

個人総合

種目別あん馬

種目別鉄棒

スコア

宮野目

高橋　　響
吉田　　求
髙橋　　響

髙橋　　響

2前角地・及川（金ケ崎）

スコア

3有住



第47回東北中学校卓球競技大会 8月3日（木）～5日（土）
【男子・団体】 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ

学校名 対戦相手 結果 順位
予選ﾘｰｸﾞ 3勝1敗
準々決勝 ３－２ 三本木・青森 〇
準決勝 １－３ 郡山二・福島 ×

【男子・個人】
選手名 対戦相手 結果 順位

1回戦 ３－２ 御野場・秋田 〇
2回戦 ３－０ 東北学院・宮城 〇
3回戦 ３－０ 鶴岡二・山形 〇
準々決勝 ３－２ 下長・青森 〇
準決勝 １－３ 西袋・福島 ×
1回戦 ３－０ 不動堂・宮城 〇
2回戦 ３－０ 青森山田・青森 〇
3回戦 ３－０ 山形四・山形 〇
準々決勝 ２－３ 向洋・宮城 ×

【女子・団体】
選手 対戦相手 結果 順位

予選ﾘｰｸﾞ 4勝0敗
準々決勝 ３－２ 鳥海・秋田 〇
準決勝 ３－１ 弘前三・青森 〇
決勝 ２－３ 郡山二・福島 ×

【女子・個人】
選手 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード
2回戦 ３－２ 切田・青森 〇
3回戦 ３－１ 酒田東部・山形 〇
準々決勝 ３－０ 萩野学園・山形 〇
準決勝 １－３ 城南・秋田 ×
1回戦 シード
2回戦 ３－０ 郡山二・福島 〇
3回戦 ３－０ 鶴岡一・山形 〇
準々決勝 ３－０ 小名浜一・福島 〇
準決勝 １－３ 城南・秋田 ×

第38回東北中学校バドミントン大会 8月6日（日）～8日（火）
【男子・団体】 岩手県花巻市総合体育館

選手 対戦相手 結果 順位
1回戦 ２－１ 東和・福島 〇
準々決勝 ２－１ 角田・宮城 〇
準決勝 ０－２ 浪岡・青森 ×

第44回東北中学校女子ソフトボール大会 8月4日（金）～6日（日）
宮城県仙台市海岸公園野球場ほか

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 シード
2回戦 ４－１ 琴丘・秋田 〇
準決勝 ４－０ 平賀東・青森 〇
決勝 ３－５ 東雲/能代東・秋田 ×

スコア

藤根・石鳥谷 3

福島・大野 5

スコア

3厳美

スコア

伊東・大東 3

佐藤・大東 3

スコア

2大東

スコア

前沢 3

スコア

2花泉



第40回東北中学校柔道大会 8月3日（木）～5日（土）
【男子・個人】 山形県体育館

階級・選手 対戦相手 結果 順位

準決勝 反則 四倉・福島 〇
決勝 優勢 楯岡・山形 ×

準決勝 延・優勢 天王・秋田 ×
【女子・個人】

階級・選手 対戦相手 結果 順位

準決勝 横四方固 陵南・山形 〇
決勝 送り襟絞 山元山下・宮城 〇

準決勝 優勢 三沢一・青森 ×

準決勝 送り襟絞 舟形・山形 ×
【女子・団体】

学校名 対戦相手 結果 順位
予選ﾘｰｸﾞ ２勝０敗
準々決勝 １－１代表 米山・宮城 〇
準決勝 ０－２ 三沢一・青森 ×

第４１回東北中学校剣道大会 ８月１日（火）～３日（木）
【女子・団体】 秋田県立武道館

学校名 対戦相手 結果 順位
予選ﾘｰｸﾞ ２勝０敗
準々決勝 ３－２ 秋大附・秋田 〇
準決勝 １－２ 秋田北・秋田 ×

【女子・個人】
選手・学校名 対戦相手 結果 順位

１回戦 シード
２回戦 延メ 朝日・山形 〇
３回戦 延メ 弘前三・青森 〇
準々決勝 延メ 朝日・山形 ×

第３８回東北中学校相撲大会 ８月９日（水）～１１日（金）
【個人】 岩手県八幡平市松尾相撲場

階級・選手（学校名） 対戦相手 結果 順位
準々決勝 あびせたおし栗駒・宮城 〇
準決勝 おしだし 三戸・青森 ×
準々決勝 おしだし 藤崎・青森 〇
準決勝 はたきこみ 大館東・秋田 〇
決勝 かけなげ 羽黒・山形 〇

１年・松浦（西根一） 準々決勝 おしたおし 三戸・青森 × 5
２年・天瀬（滝沢南） 準々決勝 おしだし 栗駒・宮城 × 5

第２６回東北中学生ホッケー選手権大会 ８月４日（金）～６日（日）
【男子】 岩手県岩手町総合運動公園ホッケー場

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Aﾘｰｸﾞ１位通過
１回戦 シード
準決勝 ３－０ 川西・山形 〇
決勝 ２－０ 沼宮内・岩手 〇
予選Bﾘｰｸﾞ１位通過
１回戦 ２２－０ 堀口/三沢一・青森 〇
準決勝 ４－１ 築館/栗原西・宮城 〇
決勝 ０－２ 沼宮内・岩手 ×

【女子】
学校名 対戦相手 結果 順位

予選Aﾘｰｸﾞ１位通過
１回戦 １４－１ 羽後・秋田 〇
準決勝 ７－１ 川西・山形 〇
決勝 ３－０ 築館・宮城 〇

スコア

2９０㌔級・菊池（北上南）

８１㌔級・伊藤（大迫） 3

７０㌔級・千葉む（北上） 3

スコア

3長内

スコア

1５２㌔級・千葉ま（北上）

５７㌔級･大堰（北上南） 3

5山口・花巻

スコア

3１年・工藤（盛岡河南）

スコア

3花巻

スコア

沼宮内 2

スコア

沼宮内 1

スコア

川口 1

３年・小笠原（巻堀） 1


