
審判長 箱石文夫

総務 土村雅彦

【開催日】 平成２６年８月３０日 記録 遠藤文敬
【主催団体】 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
 8/30 男子Cｸﾗｽ 薄井  正知(1) 12.45 藤澤  勇斗(1) 12.51 滝澤美竜夢(1) 12.70 小原  寛燿(1) 12.88 吉田  悠人(1) 12.99 植野  諒豪(1) 13.04 朽木  優真(1) 13.06 藤原  稜一(1) 13.14

１００ｍ 見前 (-0.6) 見前南 (-0.6) 下小路 (-0.9) 石鳥谷 (-0.6) 岩大附属 (-0.6) 厨川 (-1.0) 沼宮内 (-2.2) 江釣子 (-0.6)
 8/30 佐々木  塁(1) 4:14.23 杉田  真英(1) 4:29.98 十文字優一(1) 4:32.77 佐藤  颯汰(1) 4:40.26 佐々木愛斗(1) 4:46.07 大戸  光星(1) 4:59.11 三角  眞央(1) 5:01.52 上原  一眞(1) 5:02.12

１５００ｍ 盛岡河南 雫石 福岡 石鳥谷 遠野東 江釣子 滝沢第二 大宮
 8/30 植野  諒豪(1) 5.16(+0.3) 伊藤  千洸(1) 5.15(+1.1) 長尾    遼(1) 5.00(+0.8) 朽木  優真(1) 4.84(+0.7) 佐竹  雅希(1) 4.70(+0.5) 大沢  尚詩(1) 4.42(+0.3) 伊藤  輝星(1) 4.40(+1.6) 菊池  颯斗(1) 4.27(+1.6)

走幅跳 厨川 見前南 関一附属 沼宮内 江釣子 大宮 大宮 見前南
 8/30 男子Bｸﾗｽ 佐々木  稜(2) 12.07 千田  優真(2) 12.12 柴田    瞭(2) 12.26 菅原  颯大(2) 12.41 工藤  滉也(2) 厨川　(-2.7) 12.42 下村  侑輝(2) 12.46 吉田  雄大(2) 12.51

１００ｍ 南城 (-0.9) 飯豊 (-0.9) 上野 (-0.9) 石鳥谷 (0.0) 藤沢    晟(2) 岩大附属　(-0.9) 滝沢第二 (-2.7) 盛岡河南 (-0.9)
 8/30 小倉  朝陽(2) 4:26.03 村田  涼輔(2) 4:28.30 藤原    輔(2) 4:31.96 照井  紀之(2) 4:35.33 中村    舜(2) 4:39.84 菅田  和馬(2) 4:44.58 佐々木  峻(2) 4:45.29 菊池  玲央(2) 4:56.80

１５００ｍ 見前 雫石 盛岡河南 雫石 石鳥谷 遠野 釜石 北上南
 8/30 (9.14‐0.914)  -1.1 高橋  太星(2) 16.38 小原飛雄大(2) 16.80 石崎  浩大(2) 16.88 阿部  純也(2) 17.94 鹿内    葵(2) 18.36 芳賀  悠矢(2) 19.57 大村  裕太(2) 19.69 花田  玲央(2) 20.22

１１０ｍＨ 雫石 (-1.1) 北上 (-1.1) 下小路 (-1.1) 滝沢南 (-1.1) 下小路 (-1.1) 見前南 (-1.1) 北陵 (-1.1) 江釣子 (-1.1)
 8/30 千田  優真(2) 6.36(+1.2) 阿部  慶吾(2) 5.33(+0.1) 鎌田  倫匡(2) 5.31(+1.6) 阿部  朔太(2) 5.28(+1.2) 佐藤  颯人(2) 5.24(+0.6) 齋藤  昴星(2) 5.11(+1.7) 正木  佑磨(2) 5.10(+0.4) 菅野  虹太(2) 4.93(+0.9)

走幅跳 飯豊 桜町 石鳥谷 下小路 桜町 厨川 雫石 北上南
 8/30 (4.00㎏) 石川    匠(2) 12.67 湯澤  秀太(2) 12.10 菊池  竜大(2) 11.01 小原  淳平(2) 9.61 佐藤慶次郎(2) 9.20

砲丸投 盛岡河南 飯岡 興田 江釣子 北上南
 8/30 男子Aｸﾗｽ 齋藤  幹央(3) 11.75 小原  祥馬(3) 11.82 山本  悠生(3) 11.93 郡司  敦生(3) 11.95 國吉  尭胤(3) 11.97 佐々木幹斗(3) 12.04 刈谷  春樹(3) 12.06 小岩  来夢(3) 12.09

１００ｍ 滝沢南 (-1.7) 南城 (-1.7) 宮古第一 (-1.7) 大宮 (-1.7) 黒石野 (-1.7) 沼宮内 (-1.7) 下小路 (-1.7) 南城 (-1.7)
 8/30 齋藤  幹央(3) 23.72 熊谷    禄(3) 24.22 滝澤  航大(3) 24.44 佐々木和美(3) 24.48 川又  彰人(3) 24.49 松原  恭太(3) 24.75 阿部  裕樹(3) 24.98 前川  優太(3) 25.04

２００ｍ 滝沢南 (-1.9) 見前 (-1.9) 大宮 (-1.9) 見前 (-0.7) 滝沢 (-1.1) 雫石 (-1.9) 釜石 (-1.9) 岩大附属 (-0.7)
 8/30 佐藤  慎巴(3) 8:56.31 吉田  優斗(3) 8:56.54 及川  雄誌(3) 9:06.00 小田  敬大(3) 9:19.70 大道  一人(3) 9:32.81 大久保航也(3) 9:36.76 中川  優雅(3) 9:36.96 桐山  大輝(3) 9:37.19

３０００ｍ 北上 見前 遠野 三崎 三崎 三崎 三崎 雫石
 8/30 (9.14-0.991) 鈴木  泰広(3) 16.35 高橋  宜也(3) 16.53 佐々木幹斗(3) 16.95 及川  貴史(3) 17.28 佐藤　瑞樹(3) 17.95 川崎  清純(3) 18.38 田鎖    亘(3) 18.56 倉田  夏希(3) 18.87

１１０ｍＪＨ 遠野 (-0.1) 下小路 (-0.1) 沼宮内 (-0.8) 北上南 (-0.8) 見前南 (-0.1) 雫石 (-0.1) 新里 (-0.8) 花巻 (-0.1)
 8/30 瀬川  皓太(3) 1.65 中條  来飛(3) 1.60 那須  広登(3) 1.60

走高跳 滝沢 岩大附属 桜町
 8/30 (5.00㎏) 佐藤  文哉(3) 13.07 小島  雅貴(3) 12.19 辻村  侑也(3) 11.58

砲丸投 岩大附属 大原 石鳥谷
 8/30 男子ABC共通 熊谷    駿(3) 30.47 長谷川  陸(3) 30.43 小島  雅貴(3) 29.73 志和  孝洋(3) 29.07 幸内  信吾(3) 28.78 辻村  侑也(3) 27.36 佐藤慶次郎(2) 24.46 小笠原  蓮(3) 18.53

円盤投(1.50㎏) 有住 江釣子 大原 見前南 遠野東 石鳥谷 北上南 見前南
 8/30 佐藤  文哉(3) 54.67 柴田    聖(3) 51.36 半澤    傑(3) 50.49 佐藤  光一(3) 42.37 長谷川  陸(3) 42.19 松橋    翼(3) 40.97 石川    匠(2) 36.81 梁田  竜也(3) 35.66

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 岩大附属 沼宮内 滝沢第二 西南 江釣子 石鳥谷 盛岡河南 黒石野
 8/30 石鳥谷A       46.62 大宮       47.35 岩大附属       48.04 石鳥谷B       48.60

４×１００ｍ 小原  寛燿(1) 熊谷  祐弥(1) 前川  佑宇(3) 佐藤  勇汰(2)
菊池  泰我(3) 郡司  敦生(3) 前川  優太(3) 高橋  蓮斗(3)
鎌田将太朗(2) 滝澤  航大(3) 盛合  琢斗(1) 伊藤  涼真(1)
鎌田  倫匡(2) 菅野  裕暉(2) 藤沢    晟(2) 菅原  颯大(2)



審判長 箱石文夫

総務 土村雅彦

【開催日】 平成２６年８月３０日 記録 遠藤文敬
【主催団体】 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
 8/30 女子Cｸﾗｽ 佐々木  雅(1) 13.05 藤澤  楓華(1) 13.21 佐々木  慧(1) 13.34 吉田  有里(1) 13.66 簗場  ゆい(1) 13.85 高橋  郁成(1) 13.86 吉田ひより(1) 14.02 福田  栄里(1) 14.12

１００ｍ 北陵 (-0.4) 見前南 (-0.4) 石鳥谷 (-0.4) 岩大附属 (-0.4) 雫石 (-0.5) 滝沢 (-0.4) 江釣子 (-0.4) 厨川 (-0.5)
 8/30 齋藤  祐美(1) 2:24.36 錦戸  楓南(1) 2:25.09 若狹莉依奈(1) 2:30.10 杉田  侑愛(1) 2:34.51 吉見  璃音(1) 2:36.28 及川  花音(1) 2:36.49 小田  綺花(1) 2:36.97 上村  観月(1) 2:41.49

８００ｍ 厨川 下橋 見前 雫石 北陵 下小路 雫石 厨川
 8/30 山中愛仁果(1) 5.18(0.0) 熊谷  咲愛(1) 4.50(+0.4) 小笠原優希(1) 4.29(+0.2) 細越  樹香(1) 4.25(+0.1) 及川  明音(1) 4.21(+0.1) 岡田  笑凛(1) 4.08(+0.2) 横澤  萌衣(1) 4.07(+0.1) 吉田  茉央(1) 4.01(+0.1)

走幅跳 厨川 上田 滝沢 宮古河南 見前 下小路 見前 見前南
 8/30 女子Bｸﾗｽ 髙橋  知里(2) 13.24 河崎  玖美(2) 13.28 狐﨑  亜実(2) 13.34 大山  里花(2) 13.35 只野  新菜(2) 13.47 菊池  妃咲(2) 13.48 熊谷    萌(2) 滝沢第二　(+1.1) 13.59

１００ｍ 下小路 (0.0) 岩大附属 (0.0) 下橋 (0.0) 飯豊 (0.0) 見前南 (0.0) 石鳥谷 (+1.1) 熊谷    凜(2) 矢巾北　(0.0)
 8/30 小野寺彩水(2) 4:51.90 遠藤  寧々(2) 5:00.72 熊谷  萌花(2) 5:05.92 渡辺  早紀(2) 5:09.88 伊藤  理乃(2) 5:10.47 近藤  桃花(2) 5:10.70 及川  誌月(2) 5:11.15 吉田  汐里(2) 5:16.66

１５００ｍ 一関 滝沢南 北上南 北陵 関一附属 盛岡河南 遠野 下小路
 8/30 (8.00-0.762) 駒ヶ嶺光瑠(2) 15.71 住吉  夏南(2) 16.39 刈田  楓花(2) 17.29 髙橋  夢寿(2) 17.51 藤原夢莉亜(2) 17.53 佐藤  真優(2) 18.06 南    百華(2) 19.11 小原  綾華(2) 19.43

１００ｍＨ 北上南 (-0.4) 下小路 (-0.4) 盛岡河南 (-1.6) 北上南 (-1.6) 大宮 (-1.6) 江釣子 (-0.4) 厨川 (-1.6) 江釣子 (-0.4)
 8/30 佐藤  真優(2) 5.30(+0.1) 熊谷  奈保(2) 4.82(+0.1) 鷹木  未結(2) 4.54(+0.2) 久保沙里奈(2) 4.45(+0.1) 溝口  亜紗(2) 4.31(+0.1) 佐藤  伶菜(2) 4.29(+0.1) 梅木結衣菜(2) 4.25(0.0) 野地  秋音(2) 4.21(+0.1)

走幅跳 江釣子 江釣子 盛岡河南 厨川 見前南 桜町 北上南 北上南
 8/30 (2.72㎏) 葛巻  唯華(2) 8.88 鎌田  伊織(2) 8.88 高橋  優卯(2) 8.34 會田  紫月(2) 8.10 早坂  秋華(2) 7.65 森    美遥(2) 7.24 関村  佳彩(2) 6.08

砲丸投 大宮 滝沢第二 北上南 釜石 見前南 下小路 北上南
 8/30 女子Aｸﾗｽ 山田  美来(3) 12.46 小山  奈月(3) 12.81 佐々木  舞(3) 13.28 古川あかり(3) 13.38 釜澤亜李沙(3) 13.39 川村  紀子(3) 13.47 藤田瑛瑠茉(3) 13.54 小澤  知世(3) 13.62

１００ｍ 福岡 (-1.1) 北陵 (-1.1) 石鳥谷 (-1.1) 滝沢南 (-0.8) 黒石野 (-1.1) 下小路 (-1.1) 滝沢 (-0.8) 桜町 (-1.1)
 8/30 山田  美来(3) 25.07 小山  奈月(3) 26.05 阿邉いつき(3) 26.79 古川あかり(3) 27.35 小山  弥由(3) 28.84 小田島杏美(3) 29.20 立花  莉帆(3) 29.28 渡邉  唯来(3) 29.62

２００ｍ 福岡 (-1.4) 北陵 (-1.4) 石鳥谷 (-1.4) 滝沢南 (-1.4) 厨川 (-1.4) 北上南 (-0.7) 北陵 (-0.7) 北上南 (-1.4)
 8/30 鈴木  樺連(3) 10:05.22 小田中亜美(3) 10:31.62 熊谷  百花(3) 10:31.83 阿部ひかる(3) 10:52.78 上山  遥香(3) 11:11.34 横手  純寧(3) 11:12.87 松井  優芽(3) 11:15.87 髙栁  結衣(3) 11:39.55

３０００ｍ 室根 遠野 田野畑 滝沢第二 軽米 雫石 雫石 北陵
 8/30 (8.50-0.762) 高橋    京(3) 16.10 川村  紀子(3) 16.26 今野  萌香(3) 16.51 鈴木  羅那(3) 16.64 齋藤  南海(3) 17.65 藤田瑛瑠茉(3) 17.81 渡邉  唯来(3) 17.98 三浦悠佳里(3) 18.56

１００ｍYＨ 北陵 (0.0) 下小路 (0.0) 有住 (-1.6) 雫石 (-1.6) 山田 (0.0) 滝沢 (-1.6) 北上南 (0.0) 北上南 (0.0)
 8/30 今野  萌香(3) 1.48 菊池  優愛(3) 1.45 葛巻  美波(3) 1.45 田中  千代(3) 黒石野 1.40 姉帯  舞華(3) 1.35 堀内  美咲(3) 1.35 佐藤  礼音(3) 1.30

走高跳 有住 乙部 厨川 多田  夏海(3) 盛岡河南 北陵 江釣子 滝沢
 8/30 (4.00㎏) 久慈佳奈美(3) 9.45 髙橋  由衣(3) 9.37 野場  知聡(3) 9.32 星    侑杏(3) 8.95 荻荘  志帆(3) 8.15

砲丸投 侍浜 石鳥谷 侍浜 下小路 桜町
 8/30 女子ABC共通 菅野  由真(3) 27.95 黒澤  果令(3) 20.37 齋藤  夏穂(3) 17.93 星    侑杏(3) 16.34 佐々木菜桜(1) 11.38

円盤投(1.00㎏) 北上南 下小路 江釣子 下小路 釜石
 8/30 野場  知聡(3) 33.10 齋藤  夏穂(3) 30.04 久慈佳奈美(3) 29.50 畑山  彩美(3) 29.41 関口菜々子(3) 28.61 黒澤  果令(3) 26.21 髙橋  由衣(3) 25.42 山口  穂波(3) 23.64

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 侍浜 江釣子 侍浜 西南 滝沢第二 下小路 石鳥谷 新里
 8/30 石鳥谷       51.00 岩大附属       53.18

４×１００ｍ 佐々木  慧(1) 村井七海子(2)
佐々木  舞(3) 吉田  有里(1)
菊池  妃咲(2) 畠山  桜子(3)
阿邉いつき(3) 河崎  玖美(2)


