
総　　務：

審 判 長：
【大会ｺｰﾄﾞ】　09033003
【開 催 日】　平成21年10月17日(土)～平成21年10月18日(日) 記録主任：
【主催団体】　岩手県中学校体育連盟、岩手県教育委員会、岩手陸上競技協会、奥州市教育委員会、金ケ崎町教育委員会

【競技場】 金ケ崎町森山総合公園陸上競技場[033170]
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/17 １年男子  -1.1 笠井　陽介(1) 12.26 齋藤　和真(1) 12.36 久慈　渉太(1) 12.52 菅原　直也(1) 12.62 戸塚州太郎(1) 12.63 久保田航平(1) 12.68 村田　大成(1) 12.73 駿河健太郎(1) 12.76

100M 釜石 城西 矢巾 川崎 矢巾 角浜 江刈 北陵
10/18 村上　　諄(1) 4,35.72 吉沢　敦也(1) 4,37.19 小原　拓真(1) 4,39.89 池田　和仁(1) 4,40.75 畑村　孝輝(1) 4,41.16 熊谷　比呂(1) 4,43.01 沼里　直熙(1) 4,45.19 菊池　雅也(1) 4,46.15

1500M 上田 葛巻 西南 北陵 滝沢南 北上 盛岡河南 滝沢南
10/18  -1.0 古舘　幸太(1) 15.77 駿河健太郎(1) 15.80 渡辺　颯人(1) 16.67 髙橋　那楠(1) 16.97 早坂　佳祐(1) 17.74 荒川真之介(1) 17.74 長朶壮太郎(1) 18.84 熊谷　真倫(1) 19.59

100mH 水沢南 北陵 西根 江釣子 柳沢 黒石野 乙部 下小路
10/17 ２年男子  -2.3 小原　俊介(2) 12.08 佐々木道之(2) 12.25 岸里　亮祐(2) 12.29 林　　友哉(2) 12.30 高橋　　新(2) 12.39 有澤　　翼(2) 12.40 小野寺智也(2) 12.43 坂本　　景(2) 12.46

100M 江釣子 紫波一 長内 衣川 西根 城西 下橋 上田
10/18 昆　　　充(2) 4,11.39 中澤　俊介(2) 4,15.91 三上　　航(2) 4,18.99 佐藤　　稜(2) 4,23.17 佐々木樹希弥(2) 4,23.56 三船　直人(2) 4,24.85 柞山　昂大(2) 4,25.13 紺野　祥己(2) 4,25.46

1500M 山田 大会新 宮古一 大会新 宮古一 有住 山田 松園 飯豊 有住
10/18 共通男子  +0.5 小原　俊介(2) 23.73 岩田　啓孝(2) 23.74 佐々木道之(2) 23.90 有澤　　翼(2) 24.13 鎌田　　凌(2) 24.25 林　　友哉(2) 24.55 兼平　和樹(2) 24.90 千葉　銀河(2) 24.91

200M 江釣子 下小路 紫波一 城西 石鳥谷 衣川 上田 花巻
10/17 清水　公喜(2) 55.48 西城　琢磨(2) 55.77 三浦　一馬(2) 56.03 高橋　広輝(2) 56.40 佐々木　剛(2) 56.87 菊池　一也(2) 57.97 青柳　純也(2) 58.30 佐藤　竜介(2) 59.83

400M 江刺一 室根 岩大附属 石鳥谷 若柳 有住 大東 城西
10/17 三上　　航(2) 2,07.07 佐藤　　稜(2) 2,08.33 佐々木樹希弥(2) 2,10.97 村上　　諄(1) 2,16.96 菊池　直人(2) 2,19.22 竹澤　真人(2) 2,22.55 佐々木　剛(2) 2,30.64

800M 宮古一 有住 山田 上田 江刺一 松尾 若柳
10/17 昆　　　充(2) 9,06.49 中澤　俊介(2) 9,08.57 舘石　海斗(2) 9,37.03 紺野　祥己(2) 9,43.26 熊谷　祐介(2) 9,48.18 菊池　　峻(2) 9,52.89 山舘　湧真(2) 9,55.12 濱登　貴也(2) 9,57.65

3000M 山田 大会新 宮古一 大会新 種市 有住 有住 北上 奥中山 山田
10/18  -0.8 坂本　　景(2) 15.21 舛沢　将汰(2) 17.07 加藤　晃一(2) 17.41 山本　真司(2) 17.92 大原　航太(2) 18.42 石川　大也(2) 18.49 千葉　喬太(2) 18.67 佐々木直也(2) 19.25

110MH 上田 大会新 雫石 城西 紫波一 花巻 江釣子 綾織 見前南
10/18 細川　翔平(2) 1.75 小野寺翔汰(2) 1.72 内田　　陽(2) 1.69 佐藤　　麗(2) 1.69 石川　周平(2) 1.66 鈴木　　卓(2) 1.66 後藤　　悠(2) 1.63 齋藤　　弘(2) 1.60

走高跳 雫石 北上 下小路 矢巾 石鳥谷 飯豊 江刺東 大平
野場　　郁(2)
城西

10/17 花海　智典(2) 3.20 熊谷　真倫(1) 2.90 吉田　　匠(2) 見前 2.80 長山　拓馬(2) 2.80 伊藤　健太(2) 2.60 佐藤　大樹(2) 2.50 高橋　　純(2) 2.40
棒高跳 東陵 下小路 菊池　　創(2) 北上 黒石野 北上 上野 北上

10/17 大洞　亮輔(2) 6.41(+1.5) 阿部　友哉(2) 5.98(+1.9) 三浦　　大(2) 5.89(+0.9) 岸里　亮祐(2) 5.74(+2.9) 金野　　晃(1) 5.49(+1.9) 遠堀　洋一(2) 5.49(+2.2) 志賀　泰知(2) 5.40(+2.1) 藤平　　渉(2) 5.39(+1.9)
走幅跳 新里 大会新 宮野目 宮古一 長内 大東 福岡 上田 米内

10/17 及川　純明(2) 10.08 森川　洋介(2) 9.83 五十嵐祐太(2) 9.70 千葉　裕太(1) 9.58 及川　勝裕(2) 9.54 齋藤　雅史(2) 9.29 伊藤　公太(2) 9.01 澤出　俊也(2) 8.87
砲丸投 江刺南 滝沢南 花輪 川崎 湯口 安代 東陵 新里

10/18 上田       46.30 北上南       47.01 城西       47.22 花巻       47.37 矢巾       48.11 西根       48.36 雫石       48.68 下小路       49.11
4x100m 兼平　和樹(2) 阿部慎太郎(2) 石山　　遼(2) 阿部　大輝(2) 久慈　渉太(1) 山本　拓実(2) 上田　翔悟(2) 杉澤　和也(1)

中澤　季真(2) 太田　将志(2) 有澤　　翼(2) 千葉　銀河(2) 佐藤　　麗(2) 高橋　　新(2) 細川　翔平(2) 岩田　啓孝(2)
坂本　　景(2) 星　　誉哉(2) 齋藤　和真(1) 千葉　太陽(2) 山岸　　駿(2) 渡辺　颯人(1) 三浦　　修(2) 宮崎　晃一(1)
山村　　周(1) 吉田　　豪(2) 佐藤　竜介(2) 小川　和輝(2) 戸塚州太郎(1) 工藤　大和(2) 舛沢　将汰(2) 松森晃太郎(1)

10/17 共通男子四種 石川　周平(2) 2042 鈴木　　卓(2) 1832 上野　浩喜(2) 1584
四種競技 石鳥谷 飯豊 滝沢二

10/17 １年女子  -1.9 船越　玲奈(1) 13.62 山本　恵里(1) 13.85 高橋　理紗(1) 14.02 中田　美咲(1) 14.05 中村　七彩(1) 14.08 上岡　えり(1) 14.14 日根野　麗(1) 14.18 坂下　怜央(1) 14.25
100M 大宮 安代 見前 岩大附属 見前南 紫波一 水沢南 花巻

10/18 佐々木彩華(1) 5,05.35 荒木田咲希(1) 5,05.55 井上　日葉(1) 5,06.16 三浦花奈子(1) 5,07.74 土屋　正恵(1) 5,09.04 一ノ倉彩加(1) 5,11.77 熊谷　彩音(1) 5,12.76 佐藤満里愛(1) 5,18.08
1500M 山田 花巻 滝沢 宮古一 安代 岩大附属 北上南 北上

10/17 ２年女子  -0.6 土橋　智花(2) 13.20 小山　琴海(2) 13.40 佐々木友花(2) 13.50 荒川　沙絵(2) 13.78 生田菜々望(2) 14.05 小林　梨恵(2) 14.13 平野　優希(2) 14.14 佐藤　珠希(2) 14.19
100M 見前 北陵 矢巾北 岩大附属 上田 水沢 厨川 岩大附属

10/18 小笠原　楓(2) 4,56.97 渡部　貴江(2) 4,57.78 木戸口桃子(2) 4,58.87 尾形　美月(2) 5,05.64 田中ゆかり(2) 5,05.99 淡渕　香奈(2) 5,06.23 水戸　萌衣(2) 5,06.47 小川　未紗(2) 5,06.53
1500M 厨川 盛岡河南 長内 山田 沢内 北陵 滝沢二 水沢南

10/18 共通女子  +1.0 土橋　智花(2) 26.57 小山　琴海(2) 26.94 船越　玲奈(1) 27.28 成澤　綾香(2) 27.96 岩間　真愛(2) 28.19 竹中　優花(2) 28.21 千葉ひかる(2) 28.43 山本　恵里(1) 28.83
200M 見前 大会新 北陵 大宮 厨川 釜石 江釣子 見前 安代

10/17 小笠原　楓(2) 2,23.37 小野寺貴子(2) 2,24.73 木戸口桃子(2) 2,27.94 髙橋　慶子(2) 2,28.00 熊谷　彩音(1) 2,29.12 水戸　萌衣(2) 2,29.18 佐々木彩華(1) 2,29.80 大藤　百華(2) 2,35.71
800M 厨川 金ケ崎 長内 奥中山 北上南 滝沢二 山田 花輪

10/18  -1.2 荒川　沙絵(2) 15.88 齋藤　優奈(2) 16.27 平賀　裕未(2) 16.68 渡邉　　舞(2) 17.12 吉田　有希(2) 17.27 田中　美紅(2) 17.55 狩野わかな(1) 18.51
100MH 岩大附属 北松園 花巻 水沢南 滝沢二 見前 水沢南

10/18 今野　杏菜(2) 1.53 畑中　美咲(2) 1.44 鈴木ひかり(2) 1.38 遠藤　千尋(1) 1.35 安藤　美幸(2) 1.35 大渡絵梨花(1) 1.30 村松　　愛(2) 矢巾 1.30
走高跳 有住 花巻北 水沢南 北上 大平 江釣子 上岡　えり(1) 紫波一

10/18 平野　優希(2) 4.97(+1.9) 田代　奈樹(2) 4.85(+1.5) 千葉　有紗(1) 4.55(+0.4) 瀧澤　桜子(1) 4.52(-0.8) 高橋　晴香(2) 4.47(-0.8) 寿　　乃雅(2) 4.45(0.0) 佐藤　珠希(2) 4.34(+0.7) 八幡　彩音(1) 4.29(+0.9)
走幅跳 厨川 大槌 上田 川崎 金ケ崎 水沢南 岩大附属 紫波一

10/18 高橋　佳奈(2) 10.14 佐々木　梓(2) 9.85 千葉　里奈(2) 9.66 菊池　彩夏(2) 9.15 中村　有希(2) 8.94 新里　亜子(1) 8.73 平子　梨桜(2) 8.60 中村　有希(2) 8.58
砲丸投 江刺南 北陵 川崎 附馬牛 石鳥谷 西根 江釣子 種市

10/18 見前       51.24 岩大附属       53.32 水沢南       54.06 厨川       54.28 花巻       54.30 北陵       54.32 江釣子       54.51 金ケ崎       54.69
4x100M 高橋　理紗(1) 大会新 中田　美咲(1) 狩野わかな(1) 植野　　雅(1) 鬼柳　鈴香(2) 才川　美咲(2) 三田　桃子(2) 高橋　晴香(2)

土橋　智花(2) 荒川　沙絵(2) 渡邉　　舞(2) 佐々木のぞみ(1) 平賀　裕未(2) 小山　琴海(2) 竹中　優花(2) 小野寺貴子(2)
千葉ひかる(2) 佐藤　珠希(2) 日根野　麗(1) 成澤　綾香(2) 佐々木小夏(1) 佐々木　梓(2) 藤田　　彩(2) 桑島実夏子(2)
田島　真樹(1) 菊池　海里(1) 寿　　乃雅(2) 平野　優希(2) 平賀　楓乃(1) 工藤　美樹(2) 竹中　美香(2) 高橋　朝香(1)

10/17 共通女子四種 今野　杏菜(2) 1867 田中　美紅(2) 1768 伊藤　咲希(2) 1606 黒澤　華織(1) 1500 村上　彩香(2) 1450 百鳥さくら(1) 1379 坂本　未来(1) 1353 鈴木　風子(1) 1167
四種競技 有住 見前 下小路 下小路 広田 城内 水沢南 山田

男子 上田　 34点 宮古一 34点 城西 28.5点 山田 27点 有住 25点 江釣子 24点 北上 22.5点 下小路 21点
女子 見前 42点 厨川 36点 附属 31点 北陵 28点 水沢南 27点 花巻 18点 山田・有住 16点

第１３回岩手県中学校新人陸上競技大会

学校対抗


	陸上競技　結果

