
第39回東北陸上競技大会　 ８月７日（火）～９日（木）
【男子】 岩手県北上市：北上総合運動公園陸上競技場
種目 学校名 決勝 順位
１年１００ｍ 花巻 11”80 2

見前南 11”88 4
厨川 11”93 5

３年１００ｍ 前沢 11”38 8
共通２００ｍ 東水沢 22”36 2

滝沢 22”95 7
２，３年１５００ｍ 矢巾北 4’09”71 7
共通走高跳 下小路 1ｍ80 5
共通棒高跳 北上 4ｍ00 2

北陵 3ｍ80 5
下小路 3ｍ80 7
下小路 3ｍ70 8

共通走幅跳 大宮 6ｍ63 4
水沢 6ｍ34 8

低学年４×１００ｍR 厨川 48”00 8

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
学校対抗 15点 3
１年１００ｍ 江釣子 12”80 4

城東 13”14 7
２年１００ｍ 滝沢 12”49 2

土淵 12”54 3
紫波一 12”74 4

３年１００ｍ 北陵 12”79 7
見前南 12”83 8

共通２００ｍ 遠野東 26”00 5
共通８００ｍ 北上南 2’17”40 7
１年１５００ｍ 種市 4’55”71 6
２・３年１５００ｍ 見前 4’37”02 3

矢巾 4’40”73 7
共通１００ｍH 盛岡河南 14”41 2

岩大附属 14”64 4
共通走高跳 見前南 1ｍ60 2
共通砲丸投 大原 13ｍ06 4

種市 12ｍ40 8
共通４種競技 下小路 2464点 2
低学年４×１００ｍR 仙北 52”56 7

共通４×１００ｍR 滝沢 49”87 1 ☆

見前南 51”02 8
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第50回東北中学校水泳競技大会 ８月３日（金）～５日（日）
【男子】 山形県米沢市：米沢総合公園市営プール
種目 学校名 決勝 順位
学校対抗 16点 8
背泳ぎ100m 盛岡河南 1’05”39 7

大宮 1’05”63 8
背泳ぎ200m 盛岡河南 2’17”60 4

大宮 2’21”77 8
平泳ぎ200m 宮野目 2’26”70 3

飯豊 2’28”98 6

フリーリレー4×100m 花巻 3’54”61 7

メドレーリレー4×100m 花巻 4’17”18 3

福岡 4’21”39 6

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
自由形50m 渋民 28”01 4

釜石 28”32 7
背泳ぎ100m 岩大附属 1’08”78 6
背泳ぎ200m 岩大附属 2’32”46 8
平泳ぎ200m 福岡 2’38”40 3
個人メドレー200m 下小路 2’31”07 6
個人メドレー400m 下小路 5’13”83 3

磐井 5’26”45 8

第48回東北中学校バスケットボール競技大会 ８月８日(水)～10日(金)
【男子】 山形県酒田市：酒田市国体記念体育館

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 ５９－７８ 山形三（山形） ×

【女子】
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 ７９－４８ 郡山三（福島） 〇 ☆
決勝 ７１－４９ 十和田（青森） 〇 全中出場

第38回東北中学校サッカー競技大会 ８月１日(水)～３日(金)
秋田県秋田市：あきぎんスタジアムほか

学校名 対戦相手 結果 順位
2回戦 ３－１ 城東（秋田） 〇
準決勝 ３－１ 明健（福島） 〇
決勝 ０－８ 青森山田 × 全中出場

2
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第47回東北中学校ハンドボール競技大会 ８月６日(月)～８日(水)
【男子】 福島県福島市：あづま総合体育館

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 ３０－１８ 野辺地（青森） 〇
2回戦 ２０－１９ 羽後(秋田) 〇
準決勝 １９－３５ 本宮一(福島) ×
1回戦 シード
2回戦 ２４－１６ 東根一（山形） 〇
準決勝 ２３－２５ 成田（宮城） ×

【女子】
学校名 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード 　
2回戦 ２３－１８ 郡山一（福島） 〇
準決勝 １５－２１ 成田（宮城） ×

第47回若鷲旗争奪東北中学校野球大会 ８月７日（火）～９日（木）
【男子】 山形県山形市：山形市総合スポーツセンター（きらやかスタジアム）ほか

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 ２－１ 山本（秋田） 〇
2回戦 ３－１ 梁川（福島） 〇
準決勝 ０－５ 秀光中等教校（宮城） ×
３決 ２－０ 米沢二（山形） ○ 全中出場
1回戦 シード
2回戦 ４－２ 浅川（福島） 〇
準決勝 ４－３ 米沢二（山形） ○
決勝 ０－５ 秀光中等教校（宮城） × 全中出場

第47回東北中学校体操競技選手権大会 ７月30日（月）～31日（火）
【男子】 宮城県仙台市：カメイアリーナ仙台

種目 学校名 得点 順位
団　　　体 71.500 8
個人総合 大宮 51.000 1 ☆

種目別ゆか 大宮 11.950 5
種目別あん馬 大宮 13.300 1 ☆
種目別跳馬 大宮 12.600 3
種目別鉄棒 大宮 13.150 1 ☆

【女子】
種目 学校名 得点 順位

91.900 6
種目別平均台 大宮 12.700 2
種目別ゆか 厨川 11.950 7

第47回東北中学校新体操選手権大会 ８月８日(水)～10日(金)
【男子】 宮城県利府町：セキスイハイムスーパーアリーナ

種目 学校名 得点 順位
団　　　体 13.400 2

滝沢南

【女子】
種目 学校名 得点 順位

団　　　体 9.450 4
7.550 5
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下小路中学校



第46回東北中学校ソフトテニス大会 ８月６日（月）～８日（水）
【男子・個人】 岩手県盛岡市：盛岡市立太田テニスコート

選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位
1回戦 シード
2回戦 ４－０ 苫米地・沢田（青森・三本木） 〇
3回戦 ４－１ 木嶋・結城（山形・山形三） 〇
準々決勝 ４－０ 浦・佐藤（宮城・宮床） 〇
準決勝 ４－１ 佐藤・白幡（山形・鶴岡一） 〇
決勝 ３－４ 高橋・後藤（宮城・南方） × 全中出場

【女子・個人】
選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード
2回戦 ４－１ 阿部・柏木（宮城・矢本二） 〇
3回戦 ４－１ 佐藤・清水（福島・西郷一） 〇
準々決勝 ４－２ 吉田・小林（山形・宮内） 〇
準決勝 ４－３ 古山・齊籐（宮城・大河原） 〇 全中出場
決勝 ４－１ 高橋・紺野（岩手・胆沢） 〇 ☆

2回戦 ４－１ 鈴木・阿部（青森・浦町） 〇
3回戦 ４－２ 鎌田・永沼（福島・須賀川二） 〇
準々決勝 ４－０ 白鳥・小野寺（宮城・南方） 〇
準決勝 ４－３ 半田・齋藤（山形・宮内） 〇 全中出場
決勝 １－４ 松橋・及川（岩手・北上） ×

第48回東北中学校卓球大会 ８月４日（土）～６日（月）
【男子・団体】 福島県いわき市：いわき市立総合体育館

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Ｃﾘｰｸ3゙勝1敗
準々決勝 ３－１ いわき泉（福島） 〇
準決勝 ３－１ 酒田四（山形） 〇
決勝 １－３ 郡山二（福島） × 全中出場

【男子・個人】
選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード
準々決勝 ３－２ 鈴木（青森・油川） 〇
準決勝 ３－０ 榎（秋大附属） ○
決勝 ０－３ 星（宮城・向洋） × 全中出場

【女子・団体】
学校名 対戦相手 結果 順位

予選ﾘｰｸﾞ 4勝0敗
準々決勝 ３－２ 弘前五（青森） 〇
準決勝 ３－２ 郡山二（福島） 〇 全中出場
決勝 ３－１ 岩出山（宮城） 〇 ☆

【女子・個人】
選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード
準々決勝 ３－１ 高橋（秋田・城南） 〇
準決勝 ３－１ 深谷（福島・郡山二） 〇
決勝 ０－３ 伊東（福島・小名浜一） × 全中出場
1回戦 シード
準々決勝 ３－１ 高橋（福島・郡山二） 〇
準決勝 ０－３ 伊東（福島・小名浜一） × 全中出場
1回戦 シード
準々決勝 ２－３ 伊東（福島・小名浜一） × 全中出場

第45回東北中学校女子ソフトボール大会 ８月３日（金）～５日（日）
福島県会津若松市：会津総合運動公園多目的広場

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 ３－０ 大和（宮城） 〇
2回戦 ３－０ 尾上・平賀西（青森） 〇
準決勝 １１－０ 湯川（福島） 〇 全中出場
決勝 ７－０ 平賀東（青森） 〇 ☆

スコア

スコア

1

1

2

スコア

2

高橋　偲・紺野未実
（胆沢）

中里　莉彩（花巻）

佐藤　瑠衣（大東）

スコア

花巻中学校

大東中学校

スコア

5

3

2

橋場柊一郎・長根新太
（中野）

スコア

スコア

1花泉中学校

石川　　凜（萩荘）

2

屋敷　　大（軽米） 2

松橋 由依・及川 咲空
（北上）



第41回東北中学校柔道大会 ８月７日（火）～９日（木）
【男子・個人】 秋田県秋田市：秋田県立武道館

階級・選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

準決勝 反則 村山（青森・野辺地） ×

準決勝 内股 佐々木（宮城・桃生） ×

準決勝 縦四方固 武田（青森・五所川原一） ○
決勝 優勢 村田（秋田・御野場） ○ ☆

【女子・個人】
階級・選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

準決勝 延・優勢 東海林（山形・福原） 〇
決勝 優勢 千田（秋田・西目） 〇 ☆

準決勝 優勢 千田（秋田・西目） ×

準決勝 延・優勢 森川（青森・上北） ×

準決勝 延・優勢 小室（秋田・城南） ○
決勝 優勢 森川（青森・上北） ×

準決勝 肩固 小幡（宮城・日吉台） ×

準決勝 背負い投 押切（青森・三沢一） ×

準決勝 延・優勢 畠山（秋田・男鹿東） ○
決勝 合わせ技 石岡（青森・五所川原一） ×

準決勝 後袈裟固 五十嵐（山形・鶴岡四） ○
決勝 優勢 勝浦（青森・五所川原一） ○ ☆

準決勝 合わせ技 佐藤（山形・鶴岡三） ×

第39回東北中学校相撲大会 ８月７日（火）～９日（木）
【個人】 宮城県栗原市：栗原市みちのく伝創館屋外相撲場

階級・選手名（学校名） 対戦相手 結果 順位

準々決勝 おくりだし 工藤（福島・坂下） 〇

準決勝 すくいなげ 奈良（青森・木造） ○

決勝 よりきり 棟方聖（青森・北辰） ×

第27回東北中学生ホッケー選手権大会 ８月３日（金）～５日（日）
【男子】 宮城県栗原市：築舘多目的競技場

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Aﾘｰｸﾞ２位通過
１回戦 ３－１ 棚倉（福島） 〇
準決勝 １－４ 川口（岩手） ×
３決 ２－１ 築館・栗原西（宮城） 〇 全国出場
予選Bﾘｰｸﾞ１位通過
１回戦 １９－０ 堀口（青森） 〇
準決勝 ４－１ 沼宮内（岩手） 〇

３－３
ＳＯ　０－２ 全国出場

【女子】
学校名 対戦相手 結果 順位

予選Aﾘｰｸ１゙位通過
１回戦 ３－０ 高畠・米沢二・米沢四（山形） 〇
準決勝 ４－０ 川口（岩手） 〇 全国出場
決勝 ４－０ 川西・米沢三（山形） 〇 ☆

3

3

決まり手

1

決勝 川西（山形） ×

川口中学校

スコア

７０㌔超級
八重樫なつみ（北上南）

４８㌔級
瀬川　佳那（花巻）

3

７０㌔級
千葉むつみ（北上）

1

４８㌔級
吉田　にこ（見前南）

3

６３㌔級
佐々木　萌（胆沢）

2

１年・工藤　佳太
（盛岡河南）

2

2

スコア

沼宮内中学校 3

沼宮内中学校

４４㌔級
髙田あさ陽（大宮）

3

４４㌔級
福田　小桃（仙北）

2

判定

1
４０㌔級

山本　星空（盛岡河南）

４０㌔級
菊池　愛海（宮古河南）

判定

3
６０㌔級

加賀　壮真（北上南）

９０㌔級
伊藤　大峰（大迫）

1

８１㌔級
岩渕　優人（磐井）

3



第40回東北中学校スケート大会 12月22日(土)～24日(月)
岩手県盛岡市：岩手県営スケート場

【男子】
種目 学校名 決勝 順位
５００ｍ 城　西 83”21 1 ☆

１０００ｍ 城　西 1’24”44 2
１５００ｍ 西根一 2’14”73 2

滝沢二 2’24”22 4
３０００ｍ 西根一 4’54”40 2

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
５００ｍ 松　園 98”17 5

１０００ｍ 松　園 1’42”42 6

第40回東北中学校ｱｲｽﾎｯｹｰ大会 12月22日(土)～23日(日)
青森県八戸市：テクノルアイスパーク八戸

学校名 結果
岩手県選抜 1回戦 ５－７ 宮城県選抜 宮城 × 全国出場

第40回東北中学校フィギュアスケート大会 11月17日(土)～18日(日)
岩手県盛岡市：みちのくコカ・コーラボトリングリンク

【男子】
種類 学校名 得点 結果
Aクラス 北陵 38.13 2
Bクラス 上田 39.94 1
【女子】

種類 学校名 得点 順位
Bクラス 滝沢 48.37 3

滝沢南 34.90 6
乙部 33.16 7

白百合 32.95 8

氏名

氏名

スコア 対戦相手（学校名・県）

加藤　海里

高嶋　莉真

及川　蓮太

八木　　凜

三浦　　陽

後藤　天志

①41”40　②41”81

①48”93　②49”24

津志田　匠太郎

Cクラス
小舘　光色
吉田　千浩

夏目　　笑

夏目　　笑

津志田　匠太郎

氏名

氏名
三浦　　陽



第55回東北中学校スキー大会 １月25日（金）～27日(日)
AP:宮城県大崎市：オニコウベスキー場

１月20日（日）～21日(月)
JP・NC:岩手県八幡平市：矢神飛躍台

１月28日（月）～30日(水)
XC:岩手県八幡平市：田山クロスカントリーコース

【男子AP：スラローム】
氏名 学校名 タイム① タイム② 合計タイム 順位

髙橋　大虎 和賀西 45”23 47”43 1’32”66 4
高橋　拓希 滝沢 47”63 46”33 1’33”96 8

【男子AP：ジャイアントスラローム】
氏名 学校名 タイム① タイム② 合計タイム 順位

佐竹　諒一郎 乙部 40”85 41”16 1’22”01 2
高橋　拓希 滝沢 41”22 41”02 1’22”24 3
髙橋　大虎 和賀西 41”12 41”43 1’22”55 5
林崎　耀裕 雫石 41”88 40”96 1’22”84 7

【女子AP：スラローム】
氏名 学校名 タイム① タイム② 合計タイム 順位

鈴木　　杏 一関 46”66 49”70 1’36”36 3
【女子AP：ジャイアントスラローム】

氏名 学校名 タイム① タイム② 合計タイム 順位
工藤　瑞歩 安代 41”88 41”66 1’23”54 6
吉田　朱里 久慈 42”19 41”38 1’23”57 7

【女子XC：クラシカル】
氏名 学校名 タイム差 順位

中嶋　愛優 奥中山 18”0 5
桐山　はる菜 雫石 21”5 7

【女子XC：フリー】
氏名 学校名 タイム差 順位

桐山　はる菜 雫石 0”0 1 ☆
中嶋　愛優 奥中山 23”0 7

【男子XC：リレー】
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

髙橋　心太郎 14’49”3 3
新里　岳士 15’20”9 2
村田　敬心 14’21”0 4
村田　和久 14’24”9 3

氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位
安保　大空 14’51”2 4
岩渕　泳人 17’01”2 7

中軽米　大地 14’54”5 5
宮﨑　椋平 15’39”6 7

【女子XC：リレー】
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

小田　結莉菜 8’03”9 2
天瀬　吏那 8’33”9 5

桐山　はる菜 7’46”5 1 ☆
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

西舘　朱里 8’06”5 4
中嶋　愛優 8’06”3 1
武田　知莉 9’23”0 7

【男子：スペシャルジャンプ】
氏名 学校名 得点 順位

成田　健太 安代 193.3点 5
【共通：ノルディックコンバインド】

氏名 学校名 タイム差 順位
成田　健太 安代 1’14”7 3

記録（ジャンプ，距離）
ジャンプ⑦93.5点　距離③15’52”2

飛距離
①50.5ｍ　②53.0ｍ

奥中山 25’35”9 4

タイム

8’53”8

タイム
7’38”9
8’01”9

8’50”3

雫石 24’24”4 1

雫石 58’56”3 3

松尾 1’02’26”6 7


