
審 判 長 箱石　文夫

【大会名】　第17回 岩手県中学校新人大会 陸上競技大会 総　　務 阿部　　忠

【開催日】 平成25年10月19日～20日 記録主任： 遠藤　文敬

【主催団体】 岩手県中学校体育連盟　(財)岩手陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】岩手県営運動公園陸上競技場

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
10/19 男子1年  -1.4 佐々木  稜(1) 12.53 柴田    瞭(1) 12.53 鎌田将太朗(1) 12.54 佐々木幸也(1) 12.70 高橋  希凜(1) 12.76 種市  昂星(1) 12.79 近藤  和希(1) 12.93 下村  侑輝(1) 13.02

１００ｍ 南城 上野 石鳥谷 若柳 東水沢 上野 北上 滝沢第二
10/20 田原    悠(1) 4:36.13 阿部  剛士(1) 4:38.46 佐々木史哉(1) 4:38.68 川上  勝大(1) 4:38.79 高橋  拓暉(1) 4:39.05 藤原    輔(1) 4:43.87 鈴木    廉(1) 4:43.95 阿部  春陽(1) 4:46.03

１５００ｍ 北上 千厩 水沢 奥中山 南都田 盛岡河南 一戸 下小路
10/20 (84.0/8.50)   0.0 小原飛雄大(1) 15.56 阿部  純也(1) 15.83 石崎  浩大(1) 16.00 高橋  太星(1) 16.02 阿部  瑠風(1) 16.31 鹿内    葵(1) 16.47 菅原  雄大(1) 16.88 及川  裕作(1) 17.25

１００ｍＨ 北上 滝沢南 下小路 雫石 江刺第一 下小路 桜町 大原
10/19 男子2年  -2.0 小湊  凪斗(2) 11.78 齋藤  幹央(2) 12.10 佐々木皓雄(2) 12.17 松前    哲(2) 12.28 福浦  凌太(2) 12.36 滝澤  航大(2) 12.36 小野寺  信(2) 12.47 柴田  紘希(2) 12.48

１００ｍ 釜石 滝沢南 赤崎 矢巾 黒石野 大宮 江刺第一 宮古第一
10/20 野口  一穂(2) 4:20.48 菊池    秦(2) 4:21.75 馬場  康生(2) 4:23.73 中村  真樹(2) 4:25.36 川村  優太(2) 4:27.30 吉田  拓郎(2) 4:30.74 柴田    葉(2) 4:31.49 及川  雄誌(2) 4:33.08

１５００ｍ 種市 遠野 宿戸 久慈 下小路 見前 上野 遠野
10/20 男子共通   0.0 小林  大稀(2) 24.44 松前    哲(2) 24.51 齋藤  幹央(2) 24.65 菊池  泰我(2) 24.76 熊谷    禄(2) 24.77 阿部  裕樹(2) 24.85 小野寺  信(2) 25.07 佐々木和美(2) 25.46

２００ｍ 江刺第一 矢巾 滝沢南 石鳥谷 見前 釜石 江刺第一 見前
10/19 阿部  裕樹(2) 54.93 小林  大稀(2) 54.96 阿部  龍生(2) 55.12 吉田  優斗(2) 55.21 田原    悠(1) 56.77 佐々木兵馬(2) 57.69 菅野    嗣(2) 58.84 菊池    貴(2) 58.93

４００ｍ 釜石 江刺第一 厳美 見前 北上 水沢 南城 石鳥谷
10/19 吉田  優斗(2) 2:07.31 川村  優太(2) 2:07.96 紺野  颯志(2) 2:13.49 佐藤    靖(2) 2:14.08 伊東  大泰(2) 2:14.59 大久保航也(2) 2:16.03 森    海斗(2) 2:16.33 雷  悠太朗(2) 2:18.64

８００ｍ 見前 下小路 有住 遠野 宮古第一 三崎 見前 長内
10/19 野口  一穂(2) 9:11.29 小田  敬大(2) 9:16.55 菊池    秦(2) 9:21.74 吉田  拓郎(2) 9:26.69 小野寺  陸(2) 9:32.51 中村  真樹(2) 9:32.55 中道  智哉(2) 9:36.81 加藤  希績(2) 9:42.71

３０００ｍ 種市 三崎 遠野 見前 長内 久慈 大野 遠野
10/20 (91.4/9.14)  +0.1 鈴木  泰広(2) 16.05 瀬川  竜平(2) 16.16 福浦  凌太(2) 16.55 佐々木幹斗(2) 16.83 菅原    望(2) 17.37 及川  貴史(2) 17.81 佐藤  瑞樹(2) 17.84 髙橋  宜也(2) 17.97

１１０ｍＨ 遠野 厨川 黒石野 沼宮内 川崎 北上南 見前南 下小路
10/20 郷右近駿太(2) 1.69 那須  広登(2) 1.69 瀬川  皓太(2) 滝沢 1.60 岡本  流聖(2) 宮古第一 1.55 藤原  明人(2) 1.55 松田    澪(2) 1.55

走高跳 水沢南 桜町 米田  隼斗(2) 松尾 高橋  瑠威(2) 水沢南 飯岡 遠野東
10/19 西舘  陽真(2) 3.40 刈谷  春樹(2) 3.10 新田  峻介(2) 3.00 伊藤  大輔(2) 2.80 富岡  信行(2) 2.70 佐藤  流伽(2) 2.70 高橋  聡平(1) 2.60 黒川  滉大(2) 2.60

棒高跳 滝沢第二 下小路 東陵 北上 下小路 見前 北上 厨川
10/19 千田  優真(1) 5.85(+1.1) 田鎖    亘(2) 5.77(+1.3) 柴田    瞭(1) 5.67(+1.4) 佐々木幹斗(2) 5.62(0.0) 長澤    遼(2) 5.57(+1.7) 佐々木元哉(2) 5.54(+0.3) 大内  直人(2) 5.50(+1.4) 日影  浩也(2) 5.44(+1.3)

走幅跳 飯豊 新里 上野 沼宮内 厨川 花巻 東水沢 大野
10/19 (5.000㎏) 佐藤  文哉(2) 11.74 志和  孝洋(2) 10.77 小島  雅貴(2) 9.93 石川    匠(1) 9.80 梅木  章伍(2) 9.65 麥田  彗那(2) 9.33 小野寺晴紀(1) 8.85 柴田    聖(2) 8.79

砲丸投 岩大附属 見前南 大原 盛岡河南 盛岡河南 松尾 東水沢 沼宮内
10/20 水沢南       47.38 雫石       47.57 釜石       47.61 宮古第一       47.76 石鳥谷       48.32 見前       48.41 下小路       48.77 花巻       48.97

４×１００ｍ 菅原  悠人(2) 高橋  太星(1) 瀬川  隼斗(2) 杉本  柚樹(2) 鎌田  倫匡(1) 吉田  優斗(2) 鹿内    葵(1) 菅原    翔(2)
荒谷  大智(2) 天川  直紀(2) 小湊  凪斗(2) 山本  悠生(2) 菊池  泰我(2) 佐々木和美(2) 刈谷  春樹(2) 姉帯    直(2)
郷右近駿太(2) 小西    弾(2) 金澤  直哉(2) 岡本  流聖(2) 鎌田将太朗(1) 熊谷    禄(2) 菊地  元紀(2) 佐々木元哉(2)
佐藤    翼(2) 松原  恭太(2) 阿部  裕樹(2) 柴田  紘希(2) 高橋  蓮斗(2) 小笠原陵真(2) 本舘    樹(2) 倉田  夏希(2)

10/19 郷右近駿太(2) 2117 那須  広登(2) 1724 及川  貴史(2) 1658 岩崎  陸斗(1) 1482 佐藤  龍生(1) 1369 松岡  紀樹(2) 1331 菊田    亮(2) 1304 熊谷    聖(2) 1200
四種競技 水沢南 桜町 北上南 滝沢 上野 厳美 盛岡河南 厳美



審 判 長 箱石　文夫

【大会名】　第17回 岩手県中学校新人大会 陸上競技大会 総　　務 阿部　　忠

【開催日】 平成25年10月19日～20日 記録主任： 遠藤　文敬

【主催団体】 岩手県中学校体育連盟　(財)岩手陸上競技協会 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】岩手県営運動公園陸上競技場

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
10/19 女子1年  -1.5 狐﨑  亜実(1) 13.52 鈴木  華奈(1) 13.54 久保  綾愛(1) 13.56 大山  里花(1) 13.63 佐々木伶奈(1) 13.63 岩渕  有純(1) 13.69 河崎  玖美(1) 13.73 渡部沙和子(1) 13.98

１００ｍ 下橋 北上南 滝沢南 飯豊 城西 有住 岩大附属 滝沢南
10/20 千葉  栞奈(1) 4:58.79 及川  誌月(1) 5:00.60 関口  由佳(1) 5:01.74 泥濘  芽依(1) 5:02.41 下山  未稀(1) 5:07.62 町田  美湖(1) 5:07.86 白椛みずき(1) 5:08.36 下屋敷莉穂(1) 5:11.58

１５００ｍ 水沢南 遠野 大野 大野 城西 下小路 雫石 紫波第一
10/19 女子2年  -1.5 小山  奈月(2) 13.05 髙橋  佐和(2) 13.36 及川  朝賀(2) 13.37 佐々木  舞(2) 13.50 釜澤  亜李沙(2) 13.51 菅原  千聖(2) 13.58 川村  紀子(2) 13.62 北舘  知沙(2) 13.82

１００ｍ 北陵 水沢 紫波第一 石鳥谷 黒石野 見前南 下小路 城西
10/20 鈴木  樺連(2) 4:46.37 立花  莉帆(2) 4:59.22 熊谷  百花(2) 4:59.48 上山  遥香(2) 5:00.74 播磨  心花(2) 5:01.17 上山  祐依(2) 5:03.18 小田中亜美(2) 5:05.11 小原こころ(2) 5:06.35

１５００ｍ 室根 GR 北陵 田野畑 晴山 下小路 飯岡 遠野 上野
10/20 女子共通   0.0 小山  奈月(2) 26.63 及川  朝賀(2) 27.54 釜澤  亜李沙(2) 27.69 阿邉いつき(2) 27.75 古川あかり(2) 27.94 髙橋  佐和(2) 28.00 岩渕  有純(1) 28.05 鬼柳  理子(2) 28.67

２００ｍ 北陵 紫波第一 黒石野 石鳥谷 滝沢南 水沢 有住 上野
10/19 熊谷  百花(2) 2:23.01 上山  遥香(2) 2:25.50 立花  莉帆(2) 2:27.88 菅野    月(2) 2:29.61 千葉  栞奈(1) 2:30.32 宮本  美弘(2) 2:31.78 及川  誌月(1) 2:33.61 小松  未夢(1) 2:38.53

８００ｍ 田野畑 GR 晴山 北陵 北上南 水沢南 上田 遠野 吉浜
10/20 (76.2/8.00)   0.0 高橋    京(2) 16.03 駒ヶ嶺光瑠(1) 16.71 菅野  由真(2) 17.06 川村  紀子(2) 17.42 鈴木  羅那(2) 17.66 齊藤    叶(1) 17.72 髙橋  知里(1) 17.86 田中  里旺(1) 18.19

１００ｍＨ 北陵 北上南 北上南 下小路 雫石 土淵 下小路 北松園
10/20 葛巻  美波(2) 1.50 多田  夏海(2) 1.47 今野  萌香(2) 1.47 熊谷  奈保(1) 1.38 浅沼  茉央(2) 花巻北 1.35 堀内  美咲(2) 1.35 姉帯  舞華(2) 1.30

走高跳 厨川 盛岡河南 有住 江釣子 菊池  優愛(2) 乙部 江釣子 北陵
10/20 佐藤　真優(1) 4.98(+0.2) 小澤　知世(2) 4.86(+0.4)小山　夏緒(2) 4.76(0.0) 楢山日奈子(2) 4.74(+0.6)菅原　千聖(2) 4.61(+0.5)佐々木　舞(2) 4.36(-0.1) 岩山　りな(2) 4.26(0.0) 沼澤　愛帆(1) 4.23(-0.6)

走幅跳 江釣子 桜町 厨川 釜石 見前南 石鳥谷 上田 北上
10/20 (2.720㎏) 四役ひかり(2) 10.69 前川  沙奈(2) 10.13 荻荘  志帆(2) 9.88 髙橋  由衣(2) 9.48 星    侑杏(2) 9.19 中村    萌(2) 8.48 内澤  茉子(1) 8.42 葛巻  唯華(1) 8.16

砲丸投 久慈 厨川 桜町 石鳥谷 下小路 米内 大野 大宮
10/20 北陵       52.60 水沢       52.64 滝沢南       52.97 北上南       53.33 岩大附属       53.59 下小路       54.03 石鳥谷       57.23

４×１００ｍ 高橋    京(2) 鈴木  彩加(2) 四役  都弥(2) 安田  七海(1) 村井七海子(1) 余湖  凛花(1) 畠山  華歩(2)
小山  奈月(2) 髙橋  佐和(2) 古川あかり(2) 鈴木  華奈(1) 畠山  桜子(2) 髙橋  知里(1) 佐々木  舞(2)
姉帯  舞華(2) 千田    綺(2) 渡部沙和子(1) 髙橋  綾香(2) 宮野  一歌(1) 川村  紀子(2) 髙橋  優芽(1)
立花  莉帆(2) 高橋  りん(1) 久保  綾愛(1) 野地  秋音(1) 河崎  玖美(1) 熊倉すみれ(2) 阿邉いつき(2)

10/19 今野  萌香(2) 2111 菅野  由真(2) 1918 姉帯  舞華(2) 1898 鈴木  羅那(2) 1758 四役ひかり(2) 1696 堀内  美咲(2) 1689 田中  千代(2) 1547 藤田瑛瑠茉(2) 1545
四種競技 有住 北上南 北陵 雫石 久慈 江釣子 黒石野 滝沢


