
岩手県中学校体育連盟

第４４回全日本中学校陸上競技選手権大会
８月１９日（土）～２２日（火）

＜男子＞ 熊本県熊本市：熊本県民総合公園陸上競技場（うまかな・よかなスタジアム）
髙杉 時史 金ケ崎 決勝 第６位 入賞
佐々木 優里 滝沢 予選 ④ 落選
吉田 海渡 一関一高附属 準決勝 ⑤ 落選
武田 和馬 滝沢南 予選 ④ 落選

予選 ⑬ 落選
大堰 徳 沢内 予選 ⑩ 落選

走幅跳 高橋 勇騎 盛岡河南 予選 ㉕ 落選
走高跳 中山 侑也 厨川 予選 ⑧ 落選
走高跳 阿部 倭 仙北 予選 記録なし 落選
男子110mH 柏葉 聡太 下小路 予選 ② 落選
男子砲丸投 三田地 駿太郎 米内 予選 ⑧ 落選
共通男子R 高橋 拓夢 矢巾北 予選 ⑧ 落選
共通男子R 三上 楓 矢巾北
共通男子R 昆野 漱太郎 矢巾北
共通男子R 田村 海晴 矢巾北
共通男子R 泉山 拓望 矢巾北
共通男子R 村木 楓 矢巾北
＜女子＞
走高跳・共通R 八重樫 澄佳 北上 決勝 9位
女子砲丸投 大畑 葵 久慈 予選 ㉔ 落選
走高跳 佐々木 莉生 厨川 予選 記録なし 落選

若狹 愛友奈 見前 予選 ⑰ 落選
共通女子R 村松 梨々香 北上 準決勝 ⑧ 落選
共通女子R 藤本 美桜 北上
共通女子R 晴山 陽真李 北上
共通女子R 梅澤 優月 北上
共通女子R 佐保 香代子 北上

第５７回全国中学校水泳競技大会
８月１７日（木）～１９日（土）

＜男子＞ 鹿児島県鹿児島市：鹿児島市鴨池公園水泳プール
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 今野 文翔 水沢南 予選 ⑰ 落選
２００ｍﾌﾘｰ 予選 ㉜ 落選
＜女子＞
２００ｍ平泳ぎ 辻山 小珀 磐井 予選 ⑲ 落選 ＜県中新＞
高板飛び込み 伊藤 妃雪 見前 予選 ㊶ 落選

第４８回全国中学校体操競技選手権大会
８月１８日（火）～２０日（木）

＜男子＞ 福岡県北九州市：北九州市総合体育館
吉田 求 大宮 個人総合 ㉞

種目別・　床　 ㉙
種目別・あん馬 ㊳
種目別・跳　馬
種目別・鉄　棒 ㉛

髙橋 響 矢巾北 個人総合
種目別・　床　
種目別・あん馬
種目別・跳　馬 ㉜
種目別・鉄　棒

第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会
８月２２日（火）～２５日（金）

＜男子＞ 宮崎県宮崎市・都城市：宮崎市総合体育館ほか
宮野目中学校 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第１試合 ◯ ２－０ 桜 埼玉

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 ◯ ２－０ 佐良浜 沖縄
２回戦 × ０－２ 昇陽 大坂

第４７回全国中学校ソフトテニス大会
８月２２日（月）～２４日（水）

＜男子・個人＞ 石川県能登町：石川県立能登健民テニスコート

昆 凌雅 金ケ崎 １回戦 ✕ ２－４ 帰山 福井・成和
佐藤 洸 中川

＜女子・個人＞
前角地 彩菜 金ケ崎 １回戦 ✕ ０－４ 岡田　真 岡山・就実
及川 涼 岡田　佳
松橋 由依 北上 １回戦 ✕ ２－４ 小川 愛知・豊川東部
及川 咲空 塚本

平成２９年度　全国中学校体育大会の全成績



第４８回全国中学校卓球大会
８月２２日（火）～２５日（金）

＜男子・団体＞ 大分県別府市：別府市総合体育館ぺっぷアリーナ

厳美中学校 １次リーグ 第１試合 × ０－５ 尾久八幡 東京 1次リーグ敗退

第２試合 × １－４ 羽津 三重
＜女子・団体＞
大東中学校 １次リーグ 第１試合 × ０－５ 就実 岡山 1次リーグ敗退

第２試合 〇 ３－２ 栄 千葉
＜男子シングルス＞

藤根 大輔 石鳥谷 １回戦 × １－３ 前出 三重・東観

福島 成亜 大野 １回戦 × １－３ 高沢 大阪・市岡
＜女子シングルス＞

石川 凛 萩荘 １回戦 ◯ ３－２ 高山 北海道・門別
２回戦 × ０－３ 遠山 神奈川・横浜隼人

佐藤 瑠衣 大東 １回戦 ◯ 棄権 小野 埼玉・岡部
２回戦 × ２－３ 山本 福岡・中間東

中里 莉彩 花巻 １回戦 × ２－３ 津隅 兵庫・魚住東

伊東 明香 大東 １回戦 × １－３ 駒瀬 静岡・浜松修学舎

第３９回全国中学校女子ソフトボール大会
８月１７日（木）～２０日（日）

〈女子〉 鹿児島県日置市：日置市東市来総合運動公園
花泉中学校 １回戦 〇 ２－０ 矢作北 愛知

2回戦 × １－３ 岸城 大阪

第４８回全国中学校柔道大会
８月２２日（火）～２５日（金）

＜男子・団体＞ 福岡県福岡市：福岡国際センター
山田中学校 １次ﾘｰｸﾞ 第１試合 ✕ ０－５ 姫路灘 兵庫 予選敗退

第２試合 ✕ ０－３ 高川学園 山口
＜女子・個人＞

40kg級 髙田 あさ陽 大宮 １回戦　× 上四方固め 菅 愛媛・今治南
44kg級 佐藤 暖心 長内 １回戦　〇 送り足払い 南平 滋賀・市守山

２回戦　× 優勢 山口 神奈川・東橘
4８kg級 髙田 ほくと 大宮 １回戦　〇 内股 森 香川・山田

2回戦　× 横四方固め 岸江 愛知・大成
52kg級 千葉 まなみ 北上 ２回戦　〇 けさ固め 井上 京都・男山三 第５位

３回戦　〇 けさ固め 佐藤 群馬・清流
準々決勝　× 反則負け 中嶋 福岡・福岡

57ｋｇ級 大堰 千絵 北上南 １回戦　〇 優勢 中村 栃木・協和
2回戦　× けさ固め 大森 奈良・広陵

63kg級 吉田 明日香 東和 １回戦　× 肩固め 竹本 福岡・曽根
70kg級 千葉 むつみ 北上 １回戦　〇 けさ固め 菅 長崎・南有馬

2回戦　〇 内股 小川 島根・青陵
3回戦　× 大内刈り 立川 愛媛・川之江北

70kg超級 村上 珠慧 磐井 １回戦　× 反則負け 高田 徳島・石井
＜男子・個人＞

５０ｋｇ級 佐々木 一真 長内 １回戦　〇 一本背負投 野口 鳥取・八頭
２回戦　× 優勢 宇波 富山・芳野

５５ｋｇ級 上坂 龍生 宮古一 １回戦　× 背負投げ 柏谷 三重・明和
６０ｋｇ級 箱石 扉 山田 １回戦　× 大外刈り 梅林 福岡・警固
６６ｋｇ級 菊地 輝 江刺一 １回戦　× 優勢 田中 宮崎・大宮
７３ｋｇ級 今野 蒼馬 東水沢 １回戦　〇 反則勝ち 大迫 滋賀・甲西

２回戦　× 内股 小田桐 東京・国士舘
８１ｋｇ級 伊藤 大峰 大迫 １回戦　× けさ固め 宗広 福井・福工大福井
９０ｋｇ級 菊池 進太郎 北上南 １回戦　〇 反則勝ち 臼倉 茨城・結城

２回戦　× 優勢 成松 熊本・富合
90kg超級 扇田 竜也 金田一 １回戦　〇 不戦勝 吉野 香川・太田

２回戦　× 後ろけさ固 村岡 和歌山・紀見北

第４７回全国中学校剣道大会
８月１８日（金）～２０日（日）

＜男子・団体＞ 佐賀県佐賀市：佐賀県総合体育館
福岡中学校 予選リーグ 第１試合 ✕ ０－２ 徳島 徳島

第２試合 ✕ １－３ 玉穂 山梨 予選敗退
＜女子・団体＞

花巻中学校 予選リーグ 第１試合 ✕ １－２ 尚絅 熊本
第２試合 ✕ １－４ 久御山 京都 予選敗退

＜男子・個人＞
赤間 琉依 紫波一 １回戦 × 　：メ 菖蒲 鹿児島・錦江

槻舘 駿 紫波一 １回戦 ◯ ドコ：　　 井上 佐賀・龍谷
２回戦 × 　　：メメ 川口 京都・下鴨

＜女子・個人＞
継枝 愛美 花巻 １回戦 × 　コ：ドド 深田 宮崎・都農

山口 ひまり 花巻 １回戦 〇 　メ　：　　　　 瀬川 鳥取・溝口
２回戦 × 　：メ 直井 岐阜・大和



第４７回全国中学校相撲選手権大会
８月１９日（土）～２０日（日）

＜団体戦＞ 大分県宇佐市：宇佐市総合運動場相撲場
巻堀中学校 予選ﾘｰｸﾞ １試合目 × １－２ 呉羽 富山

２試合目 〇 ３－０ 屯田北 北海道
３試合目 〇 ３－０ 豊岡 群馬

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 ◯ ３－０ 行健 福島
２回戦 × １－２ 片島 高知

＜個人戦＞
福浦 大翔 巻堀 予選 １回戦　〇 つりだし 門田 奈良・天理西

２回戦　〇 おしだし 川口 富山・呉羽
３回戦　〇 つりだし 岡田 岐阜・糸貫

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦　　　 シード
２回戦　× つきおとし 矢田 大分・中津緑ケ丘

岩﨑 優樹 巻堀 予選 １回戦　〇 うわてなげ 吉田 香川・紫雲
２回戦　〇 不戦勝 井ノ上 和歌山・箕島
３回戦　× おくりだし 浦山 富山・呉羽

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦　× つりだし 新川 大分・中津緑ケ丘
小笠原 優 巻堀 予選 １回戦　× よりきり 田崎 長崎・有喜

２回戦　〇 おしだし 増本 佐賀・西唐津
３回戦　× よりたおし 鎌田 岡山・上南 予選敗退

第４８回全国中学校サッカー大会
８月１８日（金）～２３日（水）

熊本県菊池郡・菊池市：大津町運動公園球技場ほか
遠野中学校 １回戦 × ０－４ 上磯 北海道

第４７回全国中学校バスケットボール大会
８月２２日（火）～２５日（金）

沖縄県那覇市・沖縄市：那覇市民体育館ほか
予選リーグ 第１試合 × ５３－７９ 京都精華学園 京都

第２試合 × ４８－７７ 三股 宮崎 予選敗退

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）

＜女子＞ 大分県九重町：九重町いきいきランド多目的グランド
沼宮内中学校 予選リーグ 第１試合 〇 ３－０ 月夜野 群馬

第２試合 〇 ３－０ 吉備 和歌山
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 × ３－６ 瀬戸 岡山

＜男子＞
沼宮内中学校 予選リーグ 第１試合 × １－５ 彦根南 滋賀

第２試合 〇 ３－２ 東原 栃木 予選敗退
川口中学校 予選リーグ 第１試合 △ ４－４ 伊吹山 滋賀

第２試合 〇 ６－０ 白根巨摩 山梨
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １回戦 〇 ８－１ 蒲生野 京都

準々決勝 〇 ５－２ 稲羽 岐阜
準決勝 × ０－４ 伊吹山 滋賀 第３位

盛岡白百合学園中学校



第２５回全国中学校駅伝大会 １２月１６日（土）～１７日（日）
滋賀県野州市他：希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド

＜男子＞ 通過順位 区間順位

厨川中学校 1区 佐々木　宙 41位 41位 ３６位
2区 菅野　克都 39位 28位
3区 佐々木　康人 40位 33位
4区 中村　太紀 37位 26位
5区 小川口　諒 34位 18位
6区 藤村　一貴 36位 38位

＜女子＞
滝沢第二中学校 1区 関　夏奈子 38位 38位 ３４位

2区 大光　望結 31位 20位
3区 高橋　蘭未 30位 18位
4区 大光　希空 29位 22位
5区 伊藤　来夏 34位 44位

第３８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３日（土）～２月６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 ２
５００ｍ 佐々木　海星 北陵 予選 28位

小峯　千周 北陵 予選 61位
夏目　楓馬 城西 予選 4位

決勝 16位 ①39.52　②39.80
夏目　　　笑 城西 予選 46位
佐々木　雄琉 土淵 予選 74位
津志田　匠太郎 西根第一 予選 75位

１０００ｍ 佐々木　海星 北陵 予選 47位 1：21.84
小峯　千周 北陵 予選 94位 1：27.98
夏目　　　笑 城西 予選 83位 1：23.83
佐々木　雄琉 土淵 予選 65位 1：26.13
後藤　天志 滝沢第二 予選 97位 1：28.98

津志田　匠太郎 西根第一 予選 67位 1：26.49
１５００ｍ 後藤　天志 滝沢第二 予選 70位 2：22.51
３０００ｍ 佐藤　心太 北陵 予選 74位 4：40.21
５０００ｍ 佐藤　心太 北陵 予選 46位 7：50.55

夏目　楓馬 城西 予選 15位
決勝 12位 7：20.27

＜女子＞
学校対抗
５００ｍ 吉田　雪乃 北陵 予選 11位

決勝 7位 ①42.64　②42.43
１０００ｍ 吉田　雪乃 北陵 予選 31位 1：26.60
１５００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 57位 2：15.21
３０００ｍ 五日市愛怜子 北松園 予選 51位 4：54.12

【フィギュア】
ショートプログラム 加藤　海里 北陵 24位

城西 27位

北陵 19位



第５５回全国中学校スキー大会 ２月８日（木）～１１日（日）
秋田県鹿角市　花輪スキー場他

ＡＰ／花輪スキー場ジャイアントコース
ＸＣ／花輪スキー場XCコース

ＳＪ・ＮＣ／花輪シャンツェ・花輪スキー場XCコース
【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 横欠　秀斗 雫石 1：45.80 12位

菅原　陸翔 紫波第一 1：47.75 19位
新田　雅人 北上・南 1：50.43 35位
加藤　瑞基 湯田
中村　涼真 雫石 1：53.48 52位
髙橋　大虎 和賀西 1：50.62 37位
中野　大詞 石鳥谷 1：57.21 70位 1：00.49

男子　回転 横欠　秀斗 雫石
菅原　陸翔 紫波第一
新田　雅人 北上・南 40位
加藤　瑞基 湯田

女子　大回転 吉田　朱里 久慈
佐々木　陽菜 北陵
工藤　ひかる 西根 1：27.19 54位
樋沢　菜那 乙部 1：28.56 64位

女子　回転 関口　凪沙 奥中山 1：33.40 34位
吉田　朱里 久慈
工藤　瑞歩 安代 1：38.32 49位
鈴木　　杏 一関

【ノルディック】 時間差
男子　5kmクラシカル 大堰　　徳 沢内 12：48.8 2位

久保　飛雅 奥中山 13：53.8 29位 +1：05.3
鈴木　　塁 一戸 13：34.7 18位
吉田　悠二 雫石 14：34.8 70位 +1：46.3
古川端　晴輝 雫石 14：05.0 38位 +1：16.5
新里　岳士 雫石 14：46.6 77位 +1：58.1
髙橋　颯太 沢内 13：58.2 33位 +1：09.7

男子　5kmフリー 大堰　　徳 沢内 11：20.9 2位
久保　飛雅 奥中山 12：18.6 39位 +1：16.9
鈴木　　塁 一戸 11：57.4 14位
吉田　悠二 雫石 13：13.4 89位 +2：11.7
古川端　晴輝 雫石 12：11.5 32位 +1：09.8
新里　岳士 雫石 14：49.9 71位 +1：48.2
髙橋　颯太 沢内 12：43.3 64位 +1：41.6
髙橋　心太郎 雫石 13：05.0 81位 +2：03.3
村田　和久 雫石 13：46.6 104位 +2：44.9
鈴木　　塁 一戸 14：45.3 9位 14：45.3 9位
大堰　　徳 沢内 13：32.2 1位 28：17.6 7位
古川端　晴輝 雫石 13：10.2 4位 41：27.8 ５位
久保　飛雅 奥中山 12：51.0 6位 54：18.9 7位

女子　3kmクラシカル 桐山　はる菜 雫石 8：50.3 42位
小田　結莉菜 雫石 8：58.2 48位
森　風姫子 松尾 8：48.6 37位
藤本　妃香里 雫石 9：31.9 69位 +1：29.7
中嶋　愛優 奥中山 9：17.1 63位 +1：14.9
村里　和香 一戸 8：53.9 43位

女子　3kmフリー 桐山　はる菜 雫石 30位
小田　結莉菜 雫石 8：17.3 59位 +1：07.6
森　風姫子 松尾 7：57.1 41位
中嶋　愛優 奥中山 8：19.9 61位 +1：10.2
村里　和香 一戸 8：04.9 47位
久世　実子 松尾 8：49.3 74位 +1：39.6
桐山　はる菜 雫石 9：36.8 ６位 9：36.8 ６位
村里　和香 一戸 10：15.1 ６位 19：51.9 ６位
森　風姫子 松尾 9：20.8 7位 29：12.8 ８位
小田　結莉菜 雫石 8：57.5 7位 38：10.3 7位

【スペシャルジャンプ】 ① ②
ミディアムヒル 成田　健太 安代 132.9点 38位 35.0ｍ 38.0ｍ

吉田　翔愛 安代 85.8点 51位 30.0ｍ 28.5ｍ

女子　4×3knリレー
（走順）

男子　4×5knリレー
(走順)


