
第63回　岩手県中学校総合体育大会 2014年7月19日(土)～2008年21日(月)

陸上競技 決勝一覧表
北上陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子中学１年 １００ｍ 若槻　　　猛(1) 後藤　　大亮(1) 菅原　　　蓮(1) 佐藤　　史弥(1) 留場　　洸成(1) 岩渕　　　蓮(1) 細川　　翔汰(1) 片山　　寛太(1)
前沢 東水沢 桜町 矢沢 遠野東 大東 雫石 釜石

男子中学１年 １５００ｍ 鈴木　　健真(1) 菊池　　　笙(1) 佐藤　　光汰(1) 小田　　武蔵(1) 里舘　　　陸(1) 斎藤　　叶羽(1) 若林　　夢希(1) 齋藤　　　大(1)
見前 遠野 石鳥谷 三崎 西根 北上北 雫石 遠野西

男子中学１年 １００ｍＨ 佐倉　瑠之輔(1) 梨子　　宙洋(1) 桑波田ヒカル(1) 大迫　　晟己(1) 金森　　心音(1) 簗部　　洸明(1) 千葉　　健斗(1) 吉田　　未来(1)
下小路 種市 花巻 滝沢 見前 滝沢南 有住 水沢

男子中学１年 砲丸投 千田　　雅也(1) 松沢　　　智(1) 水野　　翔耶(1) 類家　　　俊(1) 佐藤　　　楓(1) 阿部　　晴充(1) 下斗米　良武(1) 高橋　　謙心(1)
北上南 下小路 有住 大宮 見前南 滝沢 紫波一 松尾

男子中学２年 １００ｍ 髙杉　　時史(2) 柏葉　　聡太(2) 伊藤　　聡祐(2) 菊池　　悠斗(2) 佐藤　　　元(2) 阿部　　颯大(2) 山岸　　優太(2) 向野　　理央(2)
金ヶ崎 下小路 石鳥谷 東水沢 上野 北陵 滝沢 雫石

男子中学３年 １００ｍ 市川　　　凜(3) 藤澤　　勇斗(3) 渡部　　　哲(3) 吉田　　健吾(3) 神林　　龍星(3) 照井　　　光(3) 朽木　　優真(3) 千葉　　豪汰(3)
北上 見前南 盛岡河南 崎山 飯豊 南城 沼宮内 藤沢

男子中学2･3年 １５００ｍ 佐々木　　塁(3) 十文字　優一(3) 成田　龍之介(3) 大堰　　　徳(2) 小原　　快都(2) 金野　　正祐(3) 佐藤　　　碧(2) 石田　　斗眞(2)
盛岡河南 福岡 滝沢 沢内 遠野 高田東 仙北 釜石

男子中学共通 ２００ｍ 小原　　寛燿(3) 杣田　　博紀(3) 伊藤　　卓優(3) 伊藤　　輝星(3) 新坂　　尚史(3) 菅原　　愛翔(3) 嵯峨　　主徳(3) 横手　　凌河(3)
石鳥谷 南都田 一関附属 大宮 見前南 水沢南 久慈 雫石

男子中学共通 ４００ｍ 及川　龍之介(3) 瀧澤　美竜夢(3) 三浦　　洸太(3) 松尾　　栄太(3) 佐藤　　旦望(3) 佐々木　優里(2) 田河原　篤史(3) 杉澤　　颯太(3)
江釣子 下小路 大宮 北上 石鳥谷 滝沢 田野畑 飯豊

男子中学共通 ８００ｍ 生駒　　隆児(3) 佐々木　遼馬(3) 畑村　　恵太(3) 山﨑　　航太(3) 尾田　　敦紀(3) 柴田　　大地(3) 藤森　　健伸(2) 下門　　弥央(3)
山田 矢沢 滝沢南 紫波一 城東 水沢 滝沢二 宮野目

男子中学共通 ３０００ｍ 吉田　　海渡(2) 小野寺　　陸(3) 斎藤　　祐冶(3) 大戸　　光星(3) 杉田　　真英(3) 及川　　稜亮(3) 佐藤　　友治(3) 髙橋　　優真(3)
一関附属 水沢南 滝沢 江釣子 雫石 有住 大東 厨川

男子中学共通 １１０ｍＨ 菊地　琳太朗(3) 佐藤　　隼人(3) 盛合　　琢斗(3) 加藤　賢士朗(3) 長岡　　ゆう(3) 鎌田　　健也(3) 工藤　　匡弘(3) 菊池　　拓哉(3)
水沢南 水沢 岩大附属 雫石 下小路 大宮 見前南 遠野

男子中学共通 走高跳 畑　　　　昴(3) 佐藤　　聖哉(2) 佐倉　　暖弥(3) 藤本　　光太(3) 畠山　　将太(3)
盛岡河南 東陵

阿部　　紘也(3)
大宮
佐竹　　雅希(3)
江釣子
加藤　　尚也(3)
仙北

滝沢南 花巻 田野畑
石田　　寛哉(3)
下小路
中山　　侑也(2)
厨川
浅沼　航太朗(3)
乙部

男子中学共通 棒高跳 柴田　　誉巳(3) 高橋　　拓都(3) 格矢　　幸陽(3) 箱崎　　翔大(1) 佐々木　寛人(3) 佐藤　　俊介(3) 同順：工藤郁弥(2) 切田　　　光(2)
滝沢南 下小路 城西 北上 大宮 田野畑 見前南 黒石野

男子中学共通 走幅跳 佐藤　　永宙(3) 植野　　諒豪(3) 千葉　　晃誠(3) 高橋　　歩夢(3) 三上　　夏輝(3) 鷹觜　　飛風(3) 高森　　響　(3) 銅銭　　真輝(3)
田野畑 厨川 水沢 見前南 紫波一 上田 金田一 滝沢南

男子中学共通 砲丸投 馬場　　北斗(3) 宮崎　　剛瑠(3) 三田地駿太郎(2) 千葉　　瑠璃(3) 杉沢　　虹多(3) 堀間　　勇真(3) 永澤　　大和(3) 佐藤　　翔晟(3)
田老一 見前南 米内 下橋 東水沢 滝沢二 東山 有住

男子中学共通 四種総合得点 藤　　　樹輝(3) 加藤　　　蓮(3) 佐藤　　豊樹(3) 吉田　　　翔(2) 髙橋　　　剛(3) 高林　　　大(2) 大須賀　智哉(3) 柏木　　亮佑(3)
水沢南 北陵 田野畑 盛岡河南 西根 下小路 崎山 大野

男子中学低学年 ４×１００ｍ 下小路･ 滝沢･ 石鳥谷･ 雫石･ 桜町･ 東水沢･ 大宮･ 水沢･

  田村　　太陽(1)   大迫　　晟己(1)   金澤　　我羽(1)   細川　　翔汰(1)   工藤　　颯真(1)   菊池　　悠斗(2)   竹原　　　樹(1)   岩渕　　慧悟(1)

  柏葉　　聡太(2)   山岸　　優太(2)   後藤　　　蛍(2)   向野　　理央(2)   菅原　　　蓮(1)   後藤　　大亮(1)   葛巻　　興大(2)   小野寺　俊太(2)
  佐倉　瑠之輔(1)   佐々木　優里(2)   小笠原　風龍(1)   高前田　涼斗(2)   佐藤　　颯人(2)   谷口　　鉱季(1)   類家　　　俊(1)   吉田　　未来(1)
  高林　　　大(2)   斎藤　　修吾(1)   佐々木　拓未(2)   吉田　　流華(1)   黒澤　　雄樹(2)   熊谷　　耕也(2)   滝沢　　涼太(2)   伊藤　　燿佑(2)

男子中学共通 ４×１００ｍ 大宮･ 石鳥谷･ 見前南･ 北上･ 江釣子･ 滝沢南･ 盛岡河南･

  岩持　　　諒(3)   伊藤　　聡祐(2)   新坂　　尚史(3)   寺嶋　　瑞斗(3)   及川　龍之介(3)   今松　　隼也(3)   吉田　　翔栄(2)

  伊藤　　輝星(3)   小原　　寛燿(3)   高橋　　歩夢(3)   松尾　　栄太(3)   齋藤　　麗来(3)   柴田　　誉巳(3)   渡部　　　哲(3)

  阿部　　紘也(3)   伊藤　　涼真(3)   藤澤　　勇斗(3)   佐藤　　祐輝(3)   佐竹　　雅希(3)   畑村　　恵太(3)   吉田　　　翔(2)

  三浦　　洸太(3)   佐藤　　旦望(3)   工藤　　匡弘(3)   市川　　　凜(3)   藤原　　稜一(3)   菅原　　颯馬(3)   佐々木　　塁(3)

審 判 長：　　箱石　　文夫　　　印

110mH-砲丸投-走高跳-400m

男子

総　　務：　　阿部　　　忠　　　印
　男子２・３年１５００ｍ　予選１組　佐々木　　塁(3)　盛岡河南　３分５３秒６９

日本中学新記録
岩手県中学新記録

凡例（NGR:大会新記録）



第63回　岩手県中学校総合体育大会 2014年7月19日(土)～2008年21日(月)

陸上競技 決勝一覧表
北上陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子中学１年 １００ｍ 春日　　美月(1) 柴田　　佳歩(1) 吉田　　朱里(1) 菊池　かりん(1) 同順：松島　未緒里(1) 日山　　光祈(1) 髙橋　　舞桜(1) 北田　　柚奈(1)
北陵 黒石野 岩大附属 北上 紫波一 金ヶ崎 和賀東 下小路

女子中学１年 １５００ｍ 若狹　愛友奈(1) 漆原　　恵美(1) 桐山　はる菜(1) 朝倉　　栞己(1) 斉藤　　璃杏(1) 吉田　　彩乃(1) 及川　　純奈(1) 小原　ののこ(1)
見前 見前南 雫石 高田東 江釣子 下小路 飯豊 上野

女子中学１年 １００ｍＨ 伊藤　　心春(1) 奥家　　友理(1) 川端　　優月(1) 菅原　ひかり(1) 渡辺　　一貴(1) 竹田　　あみ(1) 齋藤　　南美(1)
北上 花巻 北上南 桜町 下小路 見前南 北陵

女子中学１年 砲丸投 小山　　莉紗(1) 井上　　黎羅(1) 千田　　和香(1) 紺野　　美希(1) 桑田　　凜花(1) 菅野　　　花(1) 佐々木　菜帆(1) 佐藤　　寧音(1)
大原 滝沢 城西 有住 久慈 北上南 西南 江刺南

女子中学２年 １００ｍ 大清水　綺良(2) 阿部　　日南(2) 武藏　　梨沙(2) 村松　梨々香(2) 伊藤　　眞由(2) 栃澤　　亜美(2) 相馬　　佳奈(2) 川村　　芽生(2)
見前南 滝沢南 大宮 北上 小山 北陵 長内 石鳥谷

女子中学３年 １００ｍ 民部田　若葉(3) 佐々木　　雅(3) 高橋　　郁成(3) 吉田　ひより(3) 吉田　　有里(3) 佐々木　琉那(3) 田口　　奎乃(3) 及川　　尚美(3)
石鳥谷 北陵 滝沢 江釣子 岩大附属 水沢南 厨川 大船渡一

女子中学共通 ２００ｍ 佐々木　　慧(3) 佐々木　彩乃(3) 用　　　呼々(3) 藤澤　　楓華(3) 佐藤　　聖奈(3) 菅原　さくら(1) 小田桐　優蘭(3) 髙橋　　琉菜(2)
石鳥谷 宮古河南 雫石 見前南 北上 東山 滝沢二 上野

女子中学共通 ８００ｍ 齋藤　　祐美(3) 若狹　莉依奈(3) 菊池　　　愛(2) 長坂　　桜花(2) 菅原　　愛香(3) 髙橋　　蘭未(2) 土井尻　美羽(2) 吉見　　璃音(3)
厨川 見前 遠野 雫石 滝沢南 滝沢二 下小路 北陵

女子中学2･3年 １５００ｍ 錦戸　　楓南(3) 関　　夏奈子(2) 菊池　　留梨(3) 鈴木　　愛乃(2) 水野　　紗奈(2) 吉田　　侑希(2) 畠山　　海音(2) 及川　　花音(3)
下橋 滝沢二 宮古河南 釜石 黒石野 北陵 高田東 下小路

女子中学2･3年 １００ｍＨ 八重樫　叶子(3) 谷井　　亜弥(2) 外山　　美歩(3) 田原　　彩名(2) 髙橋　菜々子(3) 三澤　　愛優(3) 清水　　彩花(2) 及川　　詩織(3)
江釣子 北上南 上田 下橋 北陵 盛岡河南 岩大附属 水沢

女子中学共通 走高跳 八重樫　澄佳(2) 佐藤　　紀愛(2) 栃内　　清花(3) 玉木　　桃香(3) 北舘　　愛莉(3) 千田　　絵麻(3) 同順：藤原　　舞子(3) 同順：千葉　　智穂(2)
北上 城西 下小路 厨川 宮古西 上野 大宮 室根

女子中学共通 走幅跳 山中　愛仁果(3) 和賀　　友香(2) 及川　　明音(3) 秋田　　萌花(2) 小笠原　優希(3) 十文字　凜音(2) 小川　　蓮菜(3) 小関　しおん(3)
厨川 磐井 見前 大宮 滝沢 江釣子 水沢 金ヶ崎

女子中学2･3年 砲丸投 大畑　　　葵(2) 阿部　　李紗(3) 砂子　　真生(3) 髙橋　　優奈(3) 紺野　陽那子(3) 沼田　　栞音(3) 小島　　菜摘(2) 伊藤　　千尋(2)
久慈 山田 普代 金ヶ崎 有住 雫石 大原 釜石東

女子中学共通 四種総合得点 福田　　栄里(3) 佐藤　　衣南(3) 佐々木　亜月(3) 佐々木　愛菜(3) 浅水　　珠莉(3) 小橋　　史歩(3) 及川　　奈々(3) 鈴木　れいら(3)
厨川 水沢南 北陵 滝沢二 侍浜 種市 水沢 北上

女子中学低学年 ４×１００ｍ 北上･ 北上南･ 水沢･ 下小路･ 上野･ 雫石･

  晴山　陽真李(1)   佐藤　　　和(1)   高橋　　愛海(1)   菊池　　朱織(2)   後藤　　愛佳(1)   村田　　美月(1)

  菊池　かりん(1)   駒ヶ嶺　春風(2)   渡辺　英美里(2)   原田　　未玖(2)   髙橋　　瑠美(2)   高橋　　玲美(2)

  八重樫　澄佳(2)   川端　　優月(1)   藤村　　愛瑠(2)   渡辺　　一貴(1)   三浦　　美咲(1)   澤田　　夏芽(1)

  藤本　　美桜(2)   谷井　　亜弥(2)   遠藤　　真友(1)   大津　枝里子(1)   佐藤　　彩菜(2)   新里　　怜奈(2)

女子中学共通 ４×１００ｍ 石鳥谷･ 北陵･ 見前南･ 厨川･ 滝沢南･ 上田･ 北上･ 滝沢･

  民部田　若葉(3)   栃澤　　亜美(2)   仲村　しおり(3)   田口　　奎乃(3)   川原　　侑莉(3)   栗谷川　真凜(2)   高橋　　美桜(3)   小笠原　優希(3)

  佐々木　　慧(3)   佐々木　　雅(3)   藤澤　　楓華(3)   山中　愛仁果(3)   阿部　　日南(2)   外山　　美歩(3)   村松　梨々香(2)   高橋　　郁成(3)

  金澤　　夢路(3)   髙橋　菜々子(3)   浅沼　　伶南(2)   齋藤　　祐美(3)   菅原　　愛香(3)   菊池　　美帆(3)   梅澤　　優月(2)   早坂　　未柚(2)

  川村　　芽生(2)   春日　　美月(1)   大清水　綺良(2)   福田　　栄里(3)   大坪　　沙紀(3)   西森　菜々花(2)   佐藤　　聖奈(3)   井上　　詩野(3)

審 判 長：　　箱石　　文夫　　　印

記録主任：　　遠藤　　文敬　　　印

女子

100mH-走高跳-砲丸投-200m

総　　務：　　阿部　　　忠　　　印

凡例（NGR:大会新記録）


