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主催　　　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、一関市教育委員会他 期 日 　平成２２年７月１７日（土）～１９日（日）

主管　 　一関地方中学校体育連盟 競技場 　一関運動公園陸上競技場 ［032010］
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
07/18 中学男子1年  -0.6 小原　貴生(1) 12.49 深澤　　快(1) 12.61 三浦　瑞基(1) 12.62 菊地　優世(1) 12.65 小原　拓斗(1) 12.72 中村　晃也(1) 12.74 八重樫悠摩(1) 12.81 鈴木　　海(1) 12.82

１００ｍ 東山 見前 北上 江刺南 花巻 渋民 石鳥谷 東水沢
07/18 中学男子2年  -0.1 笠井　陽介(2) 11.83 一ノ倉雄太(2) 11.85 齋藤　和真(2) 11.91 村田　大成(2) 12.04 藤田　隼矢(2) 12.10 久保田航平(2) 12.16 金澤　浩一(2) 12.18 山村　　周(2) 12.24

１００ｍ 釜石 東和 城西 江刈 附馬牛 種市 桜町 上田
07/18 中学男子3年  -0.5 小原　俊介(3) 11.58 石川　綜師(3) 11.71 小川　和輝(3) 11.86 高橋　　新(3) 11.92 有澤　　翼(3) 11.95 佐藤　大樹(3) 12.00 遠藤　航軌(3) 12.03 佐藤　誉武(3) 12.25

１００ｍ 江釣子 小友 花巻 西根 城西 水沢南 渋民 前沢
07/18 中学男子共通  +0.4 柏﨑　一眞(3) 23.37 佐々木道之(3) 23.60 吉田　　豪(3) 23.71 小野寺智也(3) 23.87 千葉　銀河(3) 23.98 兼平　和樹(3) 24.04 佐藤　　駿(3) 24.32 戸塚州太郎(2) 24.94

２００ｍ 吉浜 紫波第一 北上南 下橋 花巻 上田 山目 矢巾
07/18 中学男子共通 岩田　啓孝(3) 51.09 佐々木皐成(3) 52.48 三上　　航(3) 53.05 相馬　周平(3) 53.26 高橋　広輝(3) 53.63 中澤　季真(3) 54.39 福田　陽平(3) 54.98 澤口　祥太(3) 56.24

４００ｍ 下小路 一関東 宮古第一 萩荘 石鳥谷 上田 南都田 沼宮内
07/18 中学男子共通 中澤　俊介(3) 2,01.65 三浦　一馬(3) 2,02.16 佐藤　　稜(3) 2,02.28 佐々木樹希弥(3) 2,04.37 畑村　孝輝(2) 2,05.57 奥寺　　嶺(3) 2,05.67 野田　瑞生(3) 2,06.99 阿部　光里(3) 2,10.13

８００ｍ 宮古第一 岩大附属 有住 山田 滝沢南 釜石 大野第一 小山
07/18 中学男子1年 櫻岡　流星(1) 4,38.89 菊池　駿也(1) 4,38.89 遠藤　伊吹(1) 4,45.65 小笠原正博(1) 4,45.89 古川　雅斗(1) 4,47.60 柴田　　樹(1) 4,51.78 小原　航洋(1) 4,53.39 大和田佳秀(1) 4,55.04

１５００ｍ 見前南 大野第二 盛岡河南 吉浜 釜石東 上野 宮守 仙北
07/18 中学男子2・3年 昆　　　充(3) 4,11.31 村上　　諄(2) 4,18.56 伊藤　龍也(3) 4,19.63 金野　　豪(3) 4,19.93 熊谷　大稀(3) 4,22.87 飛鳥方朋之(3) 4,23.85 紺野　祥己(3) 4,24.85 渡辺　啓太(2) 4,28.44

１５００ｍ 山田 大会新 上田 湯口 吉浜 気仙 宮古河南 有住 一関
07/19 中学男子共通 田崎　　梓(2) 9,32.15 山舘　湧真(3) 9,36.42 濱登　貴也(3) 9,38.14 佐藤　優生(3) 9,39.81 千葉　慎也(3) 9,41.09 熊谷　祐介(3) 9,41.18 長谷川雄大(3) 9,41.39 阿部飛雄馬(2) 9,42.59

３０００ｍ 湯口 奥中山 山田 室根 一関 有住 滝沢 滝沢第二
07/18 中学男子1年  +0.1 工藤　　洸(1) 15.85 田代　優仁(1) 15.90 齋藤　　慶(1) 16.21 村上　雄飛(1) 17.36 渡辺　修平(1) 17.61 小又　　怜(1) 17.65 西　　玲哉(1) 17.77 菅原　陸斗(1) 17.80

１００ｍＨ 滝沢南 山田 花巻北 水沢南 見前 一関東 黒石野 石鳥谷
07/18 中学男子共通  -1.2 坂本　　景(3) 14.57 舛沢　将汰(3) 15.80 熊谷　克洋(2) 15.97 加藤　晃一(3) 16.24 内藤　　勝(3) 16.27 佐藤　慎造(3) 16.58 大志田達郎(3) 16.68 石川　大也(3) 17.30

１１０ｍＨ 上田 大会新 雫石 桜町 城西 黒石野 水沢南 城東 江釣子
07/19 中学男子低学年 釜石       47.62 見前南       48.96 種市       49.26 滝沢第二       49.72 花巻       49.74 沼宮内       50.11 東水沢       50.31

４×１００ｍ 菅原　昌也(1) 宮本　雄太(2) 富田　智也(1) 田中　朋尋(2) 菊地　峻広(2) 佐藤　貴史(2) 飯山　大空(2)
笠井 陽介(2) 大水 翔太(2) 佐々木康太(2) 佐々木愛斗(1) 小原 拓斗(1) 村木 広智(1) 鈴木 海(1)

男子成績一覧表 第 57 回岩手県中学校総合体育大会陸上競技大会

笠井 陽介(2) 大水　翔太(2) 佐々木康太(2) 佐々木愛斗(1) 小原　拓斗(1) 村木 広智(1) 鈴木 　海(1)
渡辺　駿平(1) 福田　航太(1) 小林　月都(1) 松舘龍之介(1) 皆川　雅貴(1) 村田　　渉(1) 伊藤　　創(1)
小湊　拓海(2) 山本　寛太(1) 久保田航平(2) 内藤　皓平(2) 宮澤林太郎(2) 山口　直人(2) 菊池　空良(2)

07/19 中学男子共通 上田       44.70 城西       44.78 花巻       45.47 西根       46.47 矢巾       46.88 雫石       47.16 滝沢第二       64.60
４×１００ｍ 兼平　和樹(3) 齋藤　和真(2) 重田翔之介(3) 工藤　大和(3) 久慈　渉太(2) 舘澤　直樹(3) 松浦　大希(3)

坂本　　景(3) 有澤　　翼(3) 千葉　銀河(3) 高橋　　新(3) 佐藤　　麗(3) 細川　翔平(3) 上野　浩喜(3)
中澤　季真(3) 石山　　遼(3) 小川　和輝(3) 山本　拓実(3) 戸塚州太郎(2) 三浦　　修(3) 小笠原侑哉(3)
山村　　周(2) 照井　貴也(3) 千葉　太陽(3) 細野　勇希(3) 高橋　右京(2) 舛沢　将汰(3) 細越　一希(3)

07/17 中学男子共通 石川　周平(3) 1.85 内田　　陽(3) 1.75 野場　　郁(3) 城西 1.70 今野　由貴(3) 1.70 細川　翔平(3) 1.70 細野　勇希(3) 1.65
走高跳 石鳥谷 下小路 小野寺翔汰(3) 北上 江刺東 雫石 西根

佐藤　　麗(3) 矢巾
07/18 中学男子共通 花海　智典(3) 3.40 橋本　　樹(3) 3.40 長山　拓馬(3) 3.20 吉田　　匠(3) 3.10 伊藤　健太(3) 3.00 千田　大貴(3) 2.90 佐藤　大樹(3) 2.80 高橋　英樹(3) 2.60

棒高跳 東陵 雫石 黒石野 見前 北上 舞川 上野 水沢南
07/17 中学男子共通 大洞　亮輔(3) 6.66(+0.1) 佐々木順哉(3) 6.07(+1.5) 石山　　遼(3) 6.03(+0.9) 藤平　　渉(3) 5.99(+2.6) 海沼　優斗(3) 5.92(+0.9) 阿部　友哉(3) 5.87(+0.6) 志賀　泰知(3) 5.86(+1.6) 大水　翔太(2) 5.78(+0.8)

走幅跳 新里 城東 城西 米内 巻堀 宮野目 上田 見前南
07/19 中学男子1年 佐々木　瞭(1) 11.09 清水　宏樹(1) 9.71 小野田未樹(1) 9.63 及川　　啓(1) 9.49 正木　慎一(1) 9.30 菊地　晴希(1) 9.29 村田　　渉(1) 8.83 吉田　陸駆(1) 8.81

砲丸投 石鳥谷 新里 気仙 岩大附属 雫石 南都田 沼宮内 有住
07/17 中学男子共通 及川　純明(3) 11.68 五十嵐祐太(3) 11.60 遠藤　壮泰(3) 10.79 千葉　裕太(2) 10.43 澤出　俊也(3) 10.34 相馬　　海(3) 10.10 森川　洋介(3) 9.98 及川　勝裕(3) 9.73

砲丸投5Kg 江刺南 花輪 小山 川崎 新里 綾織 滝沢南 湯口
07/18 中学男子共通 工藤　　巧(3) 2286 上野　浩喜(3) 2091 古舘　幸太(2) 2011 佐藤　竜介(3) 1993 菅原　聡祐(2) 1944 沢口　祐太(3) 1911 後藤　　悠(3) 1860 齊藤　萩朔(3) 1819

四種総合 釜石 滝沢第二 水沢南 城西 東和 沼宮内 江刺東 盛岡・土淵
07/17 中学男子共通  +0.5 古舘　幸太(2) 16.57 工藤　　巧(3) 16.68 上野　浩喜(3) 17.08 沢口　祐太(3) 17.12 菅原　聡祐(2) 17.14 佐藤　竜介(3) 17.94 田鎖　賢二(3) 18.49 阿部　瑞樹(3) 18.50

四種１１０ｍＨ 水沢南 670 釜石 658 滝沢第二 616 沼宮内 612 東和 610 城西 530 和賀東 478 大槌 477
07/17 中学男子共通 佐藤　竜介(3) 9.83 阿部　瑞樹(3) 9.77 後藤　　悠(3) 9.44 田鎖　賢二(3) 8.97 菅原　聡祐(2) 8.84 齊藤　萩朔(3) 8.79 古舘　幸太(2) 8.48 上野　浩喜(3) 8.13

四種砲丸投4Kg 城西 475 大槌 472 江刺東 452 和賀東 424 東和 416 盛岡・土淵 413 水沢南 395 滝沢第二 374
07/18 中学男子共通 工藤　　巧(3) 1.77 後藤　　悠(3) 1.68 上野　浩喜(3) 1.65 佐藤　竜介(3) 1.55 菅原　聡祐(2) 東和 1.55 田鎖　賢二(3) 和賀東 1.50

四種走高跳 釜石 602 江刺東 528 滝沢第二 504 城西 426 齊藤　萩朔(3) 盛岡・土淵 389 古舘　幸太(2) 水沢南 389
髙橋　一樹(2) 和賀西
米島　崇晃(3) 岩大附属

07/18 中学男子共通 工藤　　巧(3) 53.60 上野　浩喜(3) 55.04 沢口　祐太(3) 55.32 佐藤　竜介(3) 55.92 古舘　幸太(2) 56.06 菅原　聡祐(2) 56.79 齊藤　萩朔(3) 56.90 米島　崇晃(3) 58.95
四種４００ｍ 釜石 656 滝沢第二 597 沼宮内 586 城西 562 水沢南 557 東和 529 盛岡・土淵 525 岩大附属 450

総　務　　　阿部　　忠 審判長　　　佐々木公博 記録主任　　遠藤　文敬



［10030006］

主催　　　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、一関市教育委員会他 期 日 　平成２２年７月１７日（土）～１９日（日）

主管　 　一関地方中学校体育連盟 競技場 　一関運動公園陸上競技場 ［032010］
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
07/19 中学女子1年  -0.3 田子　柚乃(1) 13.24 齋藤　楽々(1) 13.43 川村　知巳(1) 13.51 細越　　星(1) 13.64 中村　美那(1) 13.84 那須川比菜(1) 13.91 細川　怜椰(1) 13.94 西村　花菜(1) 14.04

１００ｍ 花巻 飯豊 石鳥谷 宮古河南 雫石 水沢南 桜町 見前南
07/19 中学女子2年  -0.8 高橋　理紗(2) 13.09 中村　七彩(2) 13.27 中田　美咲(2) 13.35 上岡　えり(2) 13.55 佐々木保奈美(2) 13.60 高橋　朝香(2) 13.61 山本　恵里(2) 13.67 藤原亜里菜(2) 13.88

１００ｍ 見前 見前南 岩大附属 紫波第一 東水沢 金ケ崎 安代 江釣子
07/19 中学女子3年  +1.3 熊谷　晴菜(3) 12.44 佐々木友花(3) 12.71 千葉ひかる(3) 13.06 平山　彩香(3) 13.25 生田菜々望(3) 13.26 小林　梨恵(3) 13.39 工藤　美樹(3) 13.51 松田　静蘭(3) 13.55

１００ｍ 下小路 矢巾北 見前 大東 上田 水沢 北陵 遠野小友
07/19 中学女子共通  +0.3 土橋　智花(3) 24.91 小山　琴海(3) 25.62 竹中　優花(3) 27.22 成澤　綾香(3) 27.57 岩間　真愛(3) 27.90 盛合　胡絵(3) 28.00 佐々木かな子(3) 28.04

２００ｍ 見前 大会新 北陵 大会新 江釣子 厨川 釜石 宮古第一 山田
07/19 中学女子共通 小野寺貴子(3) 2,21.89 佐々木彩華(2) 2,22.19 三浦花奈子(2) 2,26.55 内田　優佳(3) 2,27.14 北山　茉美(2) 2,27.29 澤村　　京(1) 2,29.07 上濱　理子(2) 2,29.55 小山　瑠菜(2) 2,29.86

８００ｍ 金ケ崎 山田 宮古第一 城東 種市 遠野 岩大附属 北陵
07/19 中学女子1年 佐藤　真生(1) 5,05.36 村上　　空(1) 5,06.70 菊池　　葵(1) 5,07.06 千葉　琳花(1) 5,07.52 武田　晴那(1) 5,09.68 川村　涼夏(1) 5,11.81 菊地　志織(1) 5,12.15 山本　希歩(1) 5,13.33

１５００ｍ 大宮 気仙 遠野 北松園 水沢南 仙北 滝沢 安代
07/19 中学女子2・3年 小笠原　楓(3) 4,54.13 熊谷　彩音(2) 4,54.61 渡部　貴江(3) 4,54.96 小川　美紗(3) 4,56.65 淡渕　香奈(3) 4,56.72 井上　日葉(2) 4,57.63 田中ゆかり(3) 4,58.95 千葉　遥夏(3) 5,01.31

１５００ｍ 厨川 北上南 盛岡河南 水沢南 北陵 滝沢 沢内 萩荘
07/19 中学女子1年  +0.9 佐藤未奈海(1) 17.39 吉田　実優(1) 17.68 三善　　奏(1) 17.90 栁村　海希(1) 17.94 高橋　美佑(1) 18.24 仲村　見来(1) 18.39 鷹觜　三奈(1) 18.63 高橋　みゆ(1) 18.83

１００ｍＨ 花巻 有住 下小路 北陵 江釣子 久慈 紫波第一 石鳥谷
07/19 中学女子2・3年  +1.3 荒川　沙絵(3) 14.84 平賀　裕未(3) 15.18 齋藤　優奈(3) 15.28 渡邉　　舞(3) 15.90 畠山知佳子(3) 15.93 齊藤　理菜(2) 16.27 白幡　紗也(2) 16.33 吉田　有希(3) 16.49

１００ｍＨ 岩大附属 大会新 花巻 北松園 水沢南 北陵 湯本 見前 滝沢第二
07/17 中学女子低学年 花巻       52.71 見前       53.73 滝沢       54.32 飯豊       54.63 水沢南       55.00 滝沢南       55.02 北陵       55.18

４×１００ｍ 神山　　響(1) 長岡　沙季(1) 工藤みなみ(2) 大髙　祐珠(2) 坂本　未来(2) 後藤加奈子(1) 溝渕　紅葉(2)
田子　柚乃(1) 白幡　紗也(2) 落合　　玲(1) 齋藤　楽々(1) 那須川比菜(1) 松本　文実(2) 川戸　志保(2)
坂下　怜央(2) 木村　海奈(2) 加藤　瑞穂(1) 伊藤　春花(1) 高橋　莉奈(1) 熊谷　南海(1) 澤瀨　未玖(1)
平賀　楓乃(2) 西　　優花(1) 石川　美奈(2) 髙橋　伶奈(2) 山下あかり(2) 澤野　　遥(2) 栁村　海希(1)

07/17 中学女子共通 見前       49.97 岩大附属       51.12 北陵       51.41 厨川       51.93 雫石       52.10 上田       52.90 宮古第一       52.94 下小路       57.17
４×１００ｍ 高橋 理紗(2) 中田 美咲(2) 工藤 美樹(3) 植野 雅(2) 奥平 真生(2) 千葉 有紗(2) 佐々木芙友加(3) 小野寺夏実(2)

女子成績一覧表 第 57 回岩手県中学校総合体育大会陸上競技大会

４×１００ｍ 高橋 理紗(2) 中田　美咲(2) 工藤 美樹(3) 植野 　雅(2) 奥平　真生(2) 千葉 有紗(2) 佐々木芙友加(3) 小野寺夏実(2)
土橋　智花(3) 大会新 荒川　沙絵(3) 小山　琴海(3) 佐々木のぞみ(2) 原　　栞菜(3) 生田菜々望(3) 盛合　胡絵(3) 熊谷　晴菜(3)
千葉ひかる(3) 村井日奈子(3) 才川　美咲(3) 成澤　綾香(3) 甲地香央里(3) 岩泉　舞花(3) 関根　望美(2) 黒澤　華織(2)
田中　美紅(3) 菊池　海里(2) 佐々木　梓(3) 平野　優希(3) 村田　菜子(3) 中澤　椿希(1) 盛合　夏泉(2) 長尾佳乃子(3)

07/19 中学女子共通 澤村　　光(3) 1.66 今野　杏菜(3) 1.54 畑中　美咲(3) 1.48 安藤　美幸(3) 1.45 佐々木寿莉(3) 1.40 赤坂　雛愛(2) 1.40 村上　彩香(3) 1.40 村松　優美(3) 1.40
走高跳 遠野 県中学新・大会新 有住 花巻北 大平 大迫 見前南 広田 宮古第一

07/18 中学女子共通 平野　優希(3) 5.30(+1.1) 田代　奈樹(3) 4.99(+0.7) 才川　美月(3) 4.83(+1.5) 壽　　乃雅(3) 4.78(+0.3) 瀧澤　桜子(2) 4.73(+1.5) 坂下　怜央(2) 4.70(-0.4) 渡辺　琴乃(3) 4.70(+1.6) 有原　若奈(3) 4.69(+1.0)
走幅跳 厨川 大槌 北陵 水沢南 川崎 花巻 見前 城東

07/18 中学女子1年 石山　桂子(1) 9.35 村上　里穂(1) 8.59 及川　美咲(1) 8.49 星　　京香(1) 8.42 小岩　夏美(1) 8.07 水野ありさ(1) 7.87 佐々木麻奈(1) 7.81 佐藤　愛華(1) 7.69
砲丸投 下小路 大原 吉浜 水沢南 一関 有住 和賀東 宮古河南

07/18 中学女子2・3年 岩渕　里歩(2) 10.57 佐々木　梓(3) 10.57 高橋　佳奈(3) 10.24 菊池　彩夏(3) 9.96 中村　有希(3) 9.92 中村　有希(3) 9.89 山本　優実(3) 9.73 山口　瑠美(3) 9.65
砲丸投 大原 北陵 江刺南 附馬牛 石鳥谷 種市 御返地 花輪

07/19 田中　美紅(3) 2256 石村香生里(3) 2229 川戸　志保(2) 2019 佐々木香音(2) 1878 狩野わかな(2) 1836 平野　未来(3) 1737 黒澤　華織(2) 1690 星合　麻結(3) 1654
四種総合 見前 釜石 北陵 一関 水沢南 北上 下小路 滝沢

07/18 中学女子共通 川戸　志保(2)16.21(+0.8) 田中　美紅(3)16.41(-0.4) 石村香生里(3)16.64(-0.4) 平野　未来(3)19.09(-0.4) 狩野わかな(2) 17.25(0.0) 佐々木香音(2)17.33(+0.8) 星合　麻結(3)18.52(-0.4) 唯是　花音(2)18.81(+0.8)
１００ｍＨ 北陵 689 見前 665 釜石 638 北上 586 水沢南 569 一関 560 滝沢 436 遠野 408

07/18 中学女子共通 石村香生里(3) 1.41 田中　美紅(3) 1.38 大川　千恵(3) 1.38 川戸　志保(2) 1.35 永澤　英里(3) 1.30 狩野わかな(2) 1.30 黒澤　華織(2) 1.30 長根　由奈(3) 1.25
四種走高跳 釜石 523 見前 491 大迫 491 北陵 460 東山 409 水沢南 409 下小路 409 南城 359

07/19 中学女子共通 田中　美紅(3) 8.42 石村香生里(3) 8.39 大川　千恵(3) 8.35 長根　由奈(3) 8.25 佐々木香音(2) 7.89 黒澤　華織(2) 7.32 星合　麻結(3) 7.17 佐々木裕佳(2) 7.11
四種砲丸投 見前 427 釜石 425 大迫 422 南城 416 一関 392 下小路 356 滝沢 346 久慈 342

07/19 中学女子共通  +0.7 田中　美紅(3) 27.47 石村香生里(3) 27.84 石母田　歩(2) 27.86 川戸　志保(2) 28.44 平野　未来(3) 28.75 佐々木香音(2) 28.83 狩野わかな(2) 29.00 黒澤　華織(2) 29.46
四種２００ｍ 見前 673 釜石 643 岩大附属 642 北陵 597 北上 573 一関 567 水沢南 554 下小路 520

低学年４×１００ｍ　見前南　予選　52"18　大会新、 共通４×１００ｍ　見前　予選　49"72　大会新 共通　２００ｍ　土橋　智花　見前　予選　25"19　大会新 2.3年１００ｍＨ　予選　荒川　沙絵　岩大附属　14"82　大会新

共通２００ｍ　準決勝　土橋　智花　　見前　25"21　大会新 共通２００ｍ　準決勝　小山　琴海　北陵　25"21　大会新

総　務　　　阿部　　忠 審判長　　　佐々木公博 記録主任　　遠藤　文敬


