
第40回東北陸上競技大会　 ８月５日（月）～７日（水）
【男子】 福島県福島市：とうほう・みんなのスタジアム
種目 学校名 決勝 順位
学校対抗 14点 5
１年１００ｍ 石鳥谷 12”22 6

遠野 12”53 8
２年１００ｍ 花巻 11”44 2

厨川 11"49 3
見前南 11”75 8

共通８００ｍ 金ケ崎 2’01”45 5
１年１５００ｍ 胆沢 4’27”64 2
２，３年１５００ｍ 福岡 4’16”96 7
共通３０００ｍ 遠野 9’09”91 5

福岡 9’11”42 6
共通１１０ｍH 下小路 15”48 7
共通走高跳 盛岡河南 1ｍ92 2

黒石野 1ｍ80 6
共通走幅跳 水沢 6ｍ74 1 ☆
共通砲丸投 厨川 14ｍ63 1 ☆

田老一 14ｍ38 2
金ケ崎 12ｍ94 8

共通４種競技 久慈 2556点 3
低学年４×１００ｍR 水沢南 47”61 6

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
１年１００ｍ 下小路 13”18 1 ☆
３年１００ｍ 土淵 12”47 4
共通２００ｍ 紫波一 26”49 6

遠野東 26”75 8
共通８００ｍ 矢巾 2’14”51 2

奥中山 2’22”49 7
１年１５００ｍ 矢巾北 4’53”44 6
共通１００ｍH 福岡 15”52 8
共通走高跳 見前南 1ｍ63 1 ☆

侍浜 1ｍ57 3
共通砲丸投 種市 14ｍ01 1 ☆

金ケ崎 12ｍ28 4
共通４種競技 水沢 2545点 2

滝沢二 2366点 7
低学年４×１００ｍR 下小路 52”93 8

共通４×１００ｍR 水沢 50”54 6

滝沢 50”87 8

久世　紫聖

藤原　和花
吉田　美歩

厨川中学校

浜川　舜斗
中嶋　大飛

土井　飛彩

西舘　朱里

伊藤　美梨愛

石川　虎太朗

髙橋　竜偉
影田久保　隼人

天沼　美希
荒木　柚菜
越廻　杏心
矢羽々　苺

大洞　直生

吉村　海菜

中山　空央

小野寺　美羽
松本　湖白

菊池　優空

畑　　　周

菅原　彩衣

髙橋　彩弥

小倉　侑奈

向井　柚稀

久保田美咲
粟津　凜佳
髙橋　彩弥

渡邊　聖奈

久慈　未来

菊池　優佑

令和元年度　東北中学校体育大会入賞者一覧

氏名

氏名

欠端　陽翔

髙橋　陽仁

栃澤　里奈

千田　海人
吉川　　颯
葛西　俊仁

及川　　丈
遠藤　　光

田村　大樹

佐藤　　快
佐々木悠人

及川　　葵

田中　希歩

立花　來星々

矢羽々　苺

筑後なごみ



第51回東北中学校水泳競技大会 ８月９日（金）～11日（日）
【男子】 秋田県秋田市：秋田県立総合プール
種目 学校名 決勝 順位
学校対抗 31点 4
自由形50ｍ 城西 26”00 7
自由形100ｍ 一関一附 55”52 1 ☆

下小路 56”34 3
城西 57”14 7

自由形200ｍ 一関一附 1’59”40 2
自由形1500ｍ 福岡 17’37”99 7
背泳ぎ100m 盛岡河南 1’00”12 2
背泳ぎ200m 盛岡河南 2’10”43 1 ☆
バタフライ100ｍ 上野 58”49 2

福岡 1’00”78 8
バタフライ200ｍ 上野 2’10”60 2

福岡 2’15”37 5

フリーリレー4×100m 福岡 3’55”09 2

メドレーリレー4×100m 福岡 4’18”47 4

花巻 4’21”04 6

【女子】
種目 学校名 決勝 順位
学校対抗 50点 2
自由形50m 北上 28”23 7
自由形100ｍ 江刺一 1’00”68 5

紫波一 1’00”74 6
自由形200ｍ 江刺一 2’10”38 3
背泳ぎ100m 岩大附属 1’06”52 2

雫石 1’08”45 4
桜町 1’09”23 5
福岡 1’10”07 8

背泳ぎ200m 雫石 2’25”08 3
岩大附属 2’27”81 5

福岡 2’29”11 6
桜町 2’30”56 7

平泳ぎ100m 福岡 1’13”15 1 ☆
北上 1’17”97 8

平泳ぎ200m 福岡 2’34”64 1 ☆
個人メドレー200m 滝沢南 2’26”88 4

磐井 2’32”53 8
個人メドレー400m 滝沢南 5’15”33 5

磐井 5’19”04 7

フリーリレー4×100m 福岡 4’14”00 2

メドレーリレー4×100m 福岡 4’35”34 1 ☆

岩大附属 4’48”67 7

舘下　温人

村田　萌生

千葉　彩佳
照井　　晴

千葉　心寧

山崎　有紀
千葉　彩佳
酒井　夏実
福田　明里

村上　結莉
髙橋　陽久
駒林　貴葉

小苅米　柚月

岩越　稀星

村田　萌生

福岡中学校

福田　明里
山崎　有紀
酒井　夏実
千葉　彩佳

千葉　心寧

福岡中学校

酒井　健太郎
芳賀　　優
十文字　駿
舘下　温人

吉田　修一朗

藤原　照護
大矢　一誠

平澤　丈一郎
白藤　　楓

吉田　修一朗

酒井　健太郎

酒井　健太郎
芳賀　　優
舘下　温人
十文字　駿

細川　鼓太郎
熊谷　圭人
船水　新太

氏名

氏名

桜田　悠希

村上　結莉

工藤　夢桜
和賀　　結

千葉　彩佳
駿河　　藍

駿河　　藍

船水　新太

細川　鼓太郎

桜田　悠希
十文字　駿

和賀　　結

村上　結莉
山崎　有紀

及川　菜々恵

松村　優香
山崎　有紀



第49回東北中学校バスケットボール競技大会 ８月８日(木)～10日(土)
【男子】 青森県青森市：新青森県総合運動公園　マエダアリーナ

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 ４５－５２ 美郷（秋田） ×

【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 ５０－４９ 郡山三（福島） ○ ☆
決勝 ６８－６０ 角館（秋田） ○ 全中出場

第40回東北中学校サッカー競技大会 ８月６日(火)～８日(木)
青森県八戸市：ダイハツスタジアム

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 ３－０ 桜（秋田） 〇
準々決勝 ２－３ 白鷹（山形） ×
1回戦 １－０ 矢吹（福島） ○
準々決勝 １－５ 東北学院（宮城） ×

第48回東北中学校ハンドボール競技大会 ８月２日(金)～４日(日)
山形県東根市：東根市民体育館

【女子】
学校名 対戦相手 結果 順位

1回戦 シード 　
2回戦 ２１－１９ 北信（福島） 〇
準決勝 ２９－２１ 古川（宮城） 〇
決勝 １６－２５ 成田（宮城） × 全中出場

第48回東北中学校体操競技選手権大会 ７月31日（水）～８月１日（木）
【男子】 福島県郡山市：宝来屋郡山総合体育館

種目 学校名 得点 順位
80.550 5
77.350 6

個人総合 北松園 46.550 8 全中出場
種目別ゆか 北松園 12.200 5
種目別あん馬 磐井 12.300 1 ☆

【女子】
種目 学校名 得点 順位

82.150 6
城東 46.000 5 全中出場
厨川 45.900 6 全中出場
大宮 45.650 7

種目別平均台 大宮 11.950 4
厨川 12.400 1 ☆
城東 10.900 2
大宮 12.400 2
城東 12.200 3
厨川 12.100 5

第48回東北中学校新体操選手権大会 ８月２日(金)～４日(日)
【男子】 福島県福島市：福島トヨタクラウンアリーナ

種目 学校名 得点 順位
団　　　体 13.600 1 ☆

滝沢南
☆

滝沢南

滝沢南

【女子】
種目 学校名 得点 順位

団　　　体 8.500 3 全中出場
個人総合 盛岡白百合学園 21.200 8

盛岡白百合学園 10.900 4
北上・南 10.550 7

7

2

佐々木桃子

上野中学校

菅原　悠未

スティック①14.650，クラブ③13.875

氏名

スコア

氏名

細谷　啓杜
23.800

山口　裕希
21.350

スティック⑦10.550，クラブ⑦10.800

個人総合

和久石　麻央

種目別クラブ
和久石　麻央
三田　ののか

5
スティック⑥11.125，クラブ⑤12.675

種目別段違い平行棒

種目別ゆか

矢巾中学校

北陵中学校

宮崎　絢叶

氏名

上澤　幹太

個人総合

伊藤　優奈

佐々木桃子

93.750

滝沢南中学校

伊藤　優奈
佐々木　桃子

本田　歩夢
28.525

宮崎　絢叶

宮崎　絢叶

全中出場

城東中学校

団　体
井上　湖春

上澤　幹太
千葉　　心

佐藤　百夏

滝沢南中学校

花巻

氏名

2
小原　瑚々

北上中学校

団　　　体

遠野中学校

1

3北上中学校

盛岡白百合学園中学校

1

伊藤　優奈

5

5

スコア



第49回東北中学校バレーボール大会 ８月７日（水）～９日（金）
【男子】 岩手県花巻市：花巻市総合体育館

学校名 対戦相手 結果 順位
2回戦 ２－０ 大沢（宮城） 〇
準々決勝 ０－２ 仙北（秋田） ×

第47回東北中学校ソフトテニス大会 ８月８日（木）～10日（土）
【男子・団体】 宮城県仙台市：泉庭球場・シェルコム仙台

学校名 対戦相手 結果 順位
予選ﾘｰｸﾞ 2勝0敗
1回戦 ２－１ 陵東（山形） 〇
準決勝 ２－１ 伊達（福島） 〇
決勝 １－２ 森吉（秋田） × 全中出場

【男子・個人】 宮城県仙台市：泉庭球場・シェルコム仙台
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 矢口大・矢口愛（山形・鶴岡四） ○
3回戦 ４－１ 吉田・佐藤（福島・須賀川二） ○
準々決勝 ４－０ 村田・小野（宮城・丸森） ○
準決勝 ４－２ 佐藤・本間（山形・余目） ○ 全中出場
決勝 ４－０ 齋藤・小野寺（宮城・向陽台） ○ ☆
2回戦 ４－２ 松浦・大河内（福島・伊達） ○
3回戦 ４－２ 桂島・青木（宮城・宮城野） ○
準々決勝 ２－４ 佐藤・本間（山形・余目） ×
代表決定戦 ２－４ 村田・小野（宮城・丸森） ×
2回戦 ４－１ 羽場・櫻庭（青森・弘前東） ○
3回戦 ４－０ 土田・佐藤（宮城・古川東） ○
準々決勝 ０－４ 齋藤・小野寺（宮城・向陽台） ×
代表決定戦 ０－４ 木幡・工藤（宮城・八木山） ×

【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
1回戦 １－２ 大河原（宮城） ×

【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 ４－０ 米澤・九島（秋田・秋田東） ○
3回戦 ４－０ 市町・横山（山形・酒田三） ○
準々決勝 ４－２ 古山・村上（宮城・大河原） ○
準決勝 ４－１ 石井・菊池（宮城・柳生） ○ 全中出場
決勝 ４－２ 柴田・谷口（山形・金山） ○ ☆

第49回東北中学校卓球大会 ８月３日（土）～５日（月）
【男子・団体】 山形県天童市：山形県立総合運動公園アリーナ

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Bﾘｰｸﾞ 3勝1敗
準々決勝 ３－１ 酒田四（山形） 〇
準決勝 ３－０ 郡山二（福島） 〇 全中出場
決勝 ３－２ 青森山田（青森） 〇 ☆

【男子・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 ３－１ 橘（青森・青森山田） ○
3回戦 ３－２ 長谷部（山形・余目） ○
準々決勝 １－３ 伊藤（青森・明徳） × 全中出場
1回戦 ３－１ 工藤（青森・木造） ○
2回戦 ３－２ 髙橋（山形・酒田一） ○
3回戦 ３－０ 浅野（宮城・東仙台） ○
準々決勝 １－３ 三上（青森・青森山田） × 全中出場
1回戦 シード
2回戦 ３－１ 伊藤（福島・赤井） ○
3回戦 ２－３ 熊谷（山形・酒田四） ×
敗復１回戦 ３－１ 市川（青森・青森山田） ○
敗復２回戦 ３－１ 梅木（山形・酒田四） ○ 全中出場
1回戦 ３－０ 本間（山形・酒田二） ○
2回戦 ３－１ 佐々木（秋田・本荘南） ○
3回戦 ２－３ 三上（青森・青森山田） ×
敗復１回戦 ３－０ 浅野（宮城・東仙台） ○
敗復２回戦 ３－２ 長谷部（山形・余目） ○ 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 ３－０ 鈴木（福島・内郷一） ○
3回戦 ３－０ 附田（青森・上北） ○
準々決勝 ３－０ 髙橋（福島・郡山二） ○
準決勝 ３－１ 菅沼（山形・長井南） ○ 全中出場
決勝 ３－０ 佐藤（山形・鶴岡一） ○ ☆

5

5

小田島　拓翔（石鳥谷）

佐藤　颯太（花巻）

9多田　啓佑（花巻）

9

1

スコア

1

5

5

高田東中学校

花巻中学校

スコア

遠藤　唯夢（厳美）

スコア

スコア

スコア

橋場　柊一郎・長根　新太
（中野）

1

1

スコア

及川 咲空・高橋　心菜
（北上）

佐藤　哲成・竹内　遥音
（大船渡一）

東　脩蔵・長根　慎人
（中野）

小林　りんご（宮古一）

中野中学校

スコア

磐井中学校

スコア

5

2

5



第40回東北中学校バドミントン大会 ８月６日（火）～８日（木）
【男子・団体】 福島県白河市：白河市中央体育館

学校名 対戦相手 結果 順位
2回戦 ２－１ 大曲（秋田） 〇
準々決勝 ０－２ 聖ウルスラ学院英智（宮城） ×

【男子・個人】
選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

2回戦 本多(青森・浪岡） 〇
準々決勝 ０－２ 齋藤（福島・ふたば未来） ×

【女子・団体】
学校名 対戦相手 結果 順位

2回戦 ２－１ 山形十（山形） 〇
準々決勝 ０－２ 青森山田（青森） ×

第46回東北中学校女子ソフトボール大会 ８月２日（金）～４日（日）
山形県山形市：山形市総合スポーツセンター野球場

学校名 対戦相手 結果 順位
1回戦 シード
2回戦 ７－０ 大石田（山形） 〇
準決勝 １－２ 平賀東（青森） × 全中出場
３決 １３－２ 山形二（山形） 〇 ☆

第42回東北中学校柔道大会 ８月９日（金）～11日（日）
【男子・個人】 青森県弘前市：青森県立武道館

階級・選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位
2回戦 上四方固 髙谷（青森・藤崎） ○
準々決勝 合わせ技 海老原（山形・山形四） ○
準決勝 優勢 髙橋（秋田・御野場） ○
決勝 優勢 三浦（青森・青森山田） ○ ☆
2回戦 払腰 堀内（宮城・佐沼） ○
準々決勝 合わせ技 黒澤（秋田・角館） ○
準決勝 送襟絞 須藤（宮城・名取一） ×
2回戦 大内刈 柳沼（福島・郡山六） ○
準々決勝 優勢 深瀬（山形・山形四） ○
準決勝 優勢 駒井（青森・鶴田） ○
決勝 反則 小林（山形・山形七） ×
1回戦 合わせ技 佐藤（福島・尚英） ○
2回戦 優勢 島野（宮城・柳生） ○
準々決勝 僅差 渡邉（山形・中山） ○
準決勝 合わせ技 中村（青森・八戸湊） ×
2回戦 出足払 若月（山形・朝日） ○
準々決勝 内股 佐藤（青森・鶴田） ×
2回戦 合わせ技 中村（福島・小名浜一） ○
準々決勝 優勢 小林（山形・山形四） ×
2回戦 払腰 鈴木（福島・白河二） ○
準々決勝 優勢 松田（山形・山形四） ○
準決勝 払腰 渡邉（宮城・大衡） ○
決勝 合わせ技 武田（山形・宮内） ×
2回戦 合わせ技 山﨑（山形・山形四） ○
準々決勝 小外刈 藤原（秋田・平鹿） ×

【女子・個人】
階級・選手名(学校名) 対戦相手 結果 順位

リーグ戦 優勢 古澤（青森・東北） ×
リーグ戦 合わせ技 服部（福島・本宮一） 〇
リーグ戦 合わせ技 吉田（山形・楯岡） ○
リーグ戦 優勢 伊藤（秋田・御野場） ○
準決勝 優勢 佐々木（宮城・鶴谷） ○
決勝 袈裟固 三浦（青森・青森山田） ○ ☆
リーグ戦 送襟絞 今（青森・弘前四） ×
リーグ戦 優勢 佐藤（宮城・塩竃一） ○
リーグ戦 合わせ技 村田（宮城・矢本二） ○
リーグ戦 優勢 森川（青森・上北） ×
リーグ戦 合わせ技 籾山（福島・若松四） ○
リーグ戦 合わせ技 市川（山形・高畠） ×
リーグ戦 大内刈 増田（青森・鶴田） ○
リーグ戦 優勢 阿部（山形・高畠） ○
準決勝 優勢 渡邉（福島・須賀川三） ×
リーグ戦 払腰 朝井（山形・酒田四） ○
リーグ戦 合わせ技 横野（宮城・七郷） ×
リーグ戦 送襟絞 矢内（福島・平一） ○
リーグ戦 体落 佐藤（青森・弘前三） ×
リーグ戦 内股 桃井（福島・信陵） ○
リーグ戦 合わせ技 山田（青森・黒石） ○
準決勝 払腰 蜂谷（宮城・志波姫） ○
決勝 袈裟固 神（青森・鶴田） ○ ☆

63㌔級
岩渕　かりん（磐井）

スコア

赤崎中学校 5

55㌔級
矢澤　泰千（盛岡河南）

９０㌔級
行壽　武史（下橋）

57㌔級
小森林　莉緒（石鳥谷）

3

60㌔級
宇都宮　暖（宮古一）

2

66㌔級
千葉　蒼竜（大船渡一）

5

81㌔級
後藤　天稀（江釣子）

5

スコア

57㌔級
箱石　　花（山田）

48㌔級
山本　星空（盛岡河南）

52㌔級
瀬川　佳那（花巻）

52㌔級
髙田　あさ陽（大宮）

スコア

判定

判定

1
50㌔級

菅原　隼勢（江釣子）

スコア

3前沢中学校

5

前沢中学校 5

菅原　魁吏（矢沢）

70㌔級
千葉　むつみ（北上）

1

９０㌔超級
菊池　央太郎（北上南）

5

66㌔級
今野　稜太（東水沢）

3

48㌔級
福田　小桃（仙北）

1

5
44㌔級

千葉　陽花（大船渡一）

2

3

5

5

5

5

5



第43回東北中学校剣道大会 ８月５日（月）～７日（水）
【女子団体】 岩手県北上市：北上総合体育館

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Eﾘｰｸﾞ 1勝1分
準々決勝 ２－２（本数勝ち） 遊佐（山形） 〇

準決勝 １－４ 土崎（秋田） ×

第40回東北中学校相撲大会 ８月６日（火）～８日（木）
【団体戦】 福島県会津若松市：あいづ相撲場

学校名 対戦相手 結果 順位
決勝トーナメント
1回戦 ２－１ 三戸（青森） ○
準々決勝 ２－１ 栗駒（宮城） ○
準決勝 ２－１ 鰺ヶ沢（青森） ○
決勝 ２－１ 西根一（岩手） ○ ☆
決勝トーナメント
1回戦 ３－０ 舟形（山形） ○
準々決勝 ２－１ 坂下（福島） ○
準決勝 ２－１ 木造（青森） ○
決勝 １－２ 盛岡・河南（岩手） ×

【個人】 福島県会津若松市：あいづ相撲場
階級・選手名（学校名） 対戦相手 結果 順位

準々決勝 うわてなげ 伊藤（宮城・栗駒） 〇
準決勝 うわてなげ 長内（青森・鶴田） ○
決勝 よりたおし 棟方聖（青森・北辰） ×

３年・工藤　晃太
（盛岡・河南）

準々決勝 すくいなげ 田子（秋田・十和田） × 5

３年・松浦　旬哉
（西根一）

準々決勝 うわてなげ 鈴木（宮城・栗駒） × 5

第28回東北中学生ホッケー選手権大会 ８月２日（金）～４日（日）
【男子】 秋田県羽後町：羽後町多目的運動広場

学校名 対戦相手 結果 順位
予選Aﾘｰｸﾞ １位通過
準決勝 ５－２ 川西（山形） 〇

３－３
ＳＯ　０－２ 全国出場

予選Bﾘｰｸﾞ １位通過
１回戦 １５－０ 栗原西（宮城） 〇
準決勝 ６－４ 羽後（秋田） 〇

３－３ ☆
ＳＯ　２－０ 全国出場

【女子】
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 ８－０ 一方井 〇
準決勝 ３－２ 築舘（宮城） 〇 全国出場
決勝 １－３ 栗原西（宮城） × ☆

盛岡・河南中学校

西根第一中学校

2

スコア

川口中学校

スコア

花巻中学校 3

２年・工藤　佳太
（盛岡河南）

2

1

スコア

沼宮内中学校 2

決まり手

決勝 沼宮内（岩手） ×

1

2

沼宮内中学校

スコア

決勝 沼宮内（岩手） ○



第35回東北中学校男子駅伝競走大会 10月30日(水)～31日(木)
福島県福島市：あづま総合運動公園

【男子】
福岡中学校 学校名 決勝 備考

1区
2区
3区
4区 区間賞 ☆
5区
6区

西根中学校 タイム 順位 備考
1区 区間賞 ☆
2区
3区
4区
5区
6区

第41回東北中学校スケート・アイスホッケー大会（スピードスケート競技） 12月20日(金)～22日(日)
山形県山形市：山形市総合スポーツセンタースケート場

【男子】
種目 学校名 記録 順位
５００ｍ 城　西 80”08 1 ☆

大会新
１０００ｍ 城　西 1’25”07 1 ☆

北　陵 1’35”79 6
５０００ｍ 土　淵 9’08”76 3

【女子】
種目 学校名 記録 順位
５００ｍ 松　園 96”71 5

１５００ｍ 松　園 2’46”30 5

第41回東北中学校スケート・アイスホッケー大会（アイスホッケー競技） 12月21日(土)～22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

学校名 順位
岩手県選抜 準決勝 ２－９ 湊 青森 3

第41回東北中学校スケート・アイスホッケー大会（フィギュアスケート競技） 11月23日(土)
宮城県大和町：ベルサンピアみやぎ泉

【女子】
種類 学校名 得点 結果
Aクラス 滝沢 30.27 10

対戦相手（学校名・県）

①41”00大会新　②40”08

①48”67　②48”04

矢羽々　健太

八木　　凜

田中　幸希
夏目　　笑

夏目　　笑
氏名

氏名
三浦　　陽

スコア

氏名

三浦　　彩

氏名
中嶋　大飛
野崎　太地

折戸　元希
工藤　七斗 57:47 ５位

氏名
工藤　信太朗

57:50 ７位

戸津　大輝
遠藤　　樹
髙橋　凌空
髙橋　悠月
門屋　佳一郞

欠端　陽翔
十文字　駿



第56回東北中学校スキー大会 １月24日（金）～26日(日)
AP:秋田県仙北市：たざわ湖スキー場国体コース

XC:秋田県仙北市：田沢湖スポーツセンタークロスカントリーコース
１月25日（土）～26日(日)

JP・NC:秋田県鹿角市：花輪スキー場花輪シャンツェ・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
葛巻　福春 上野 44”30 41”19 1’25”49 1 ☆

【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

葛巻　福春 上野 48”93 50”25 1’39”18 1 ☆
林崎　耀裕 雫石 49”62 50”72 1’40”34 3
照井　健流 見前南 49”97 50”64 1’40”61 4

【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

吉田　心夢 盛岡河南 49”39 49”89 1’39”28 1 ☆
鈴木　　杏 一関 50”53 50”44 1’40”97 4

【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

吉田　心夢 盛岡河南 50”96 51”81 1’42”77 1 ☆
鈴木　　杏 一関 52”48 52”03 1’44”51 5

【男子XC：クラシカル】
氏名 学校名 タイム差 順位

高橋　心太郎 雫石 41”4 6
大堰　頌仁　 沢内 45”0 7

【男子XC：フリー】
氏名 学校名 タイム差 順位

村田　敬心 雫石 6”5 3
高橋　心太郎 雫石 22”2 7

【女子XC：クラシカル】
氏名 学校名 タイム差 順位

山本　千鶴 松尾 44”4 7
【女子XC：フリー】

氏名 学校名 タイム差 順位
西舘　朱里 奥中山 21”7 5

【男子XC：リレー】
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

天瀬　海斗 14’17”5 3
高橋　心太郎 14’48”9 2
村田　敬心 13’01”6 2
沼野　滉平 12’52”4 1 ☆
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

駒木　優人 16’02”9 9
西舘　柊人 15’23”9 5
尾崎　　暖 14’40”1 8
釜石　　充 16’31”3 10

【女子XC：リレー】
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

西舘　朱里 10’43”4 3
中嶋　愛優 10’02”9 5
武田　知莉 10’24”8 4
氏名 学校名 タイム 順位 合計時間 順位

髙橋　依咲 11’57”1 8
内記　藍梨 11’07”1 9
掃部　ひなた 9’47”4 1

8

奥中山 31’11”1

タイム
15’02”5
15’06”1

タイム

沢内 32’51”6

12’19”6
12’36”2

4

雫石 55’00”4 1

7奥中山 1’02’38”2

タイム

タイム
9’43”0

11’24”7


