
平成26年　岩手県民体育大会　少年国体最終予選会 総　　　務 阿　部　　　忠
大会ｺｰﾄﾞ：【14030004】
期　日：平成26年7月11日(金)～13日(日) ﾄﾗｯｸ審判長 清　水　茂　幸
場　所：岩手県営運動公園陸上競技場【032020】
主催団体： （一財）岩手陸上競技協会　他５団体 記録主任： 遠　藤　文　敬

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 7/11 7部  -1.2 藤沢  沙也加 12.03 土橋    智花 12.12 熊谷    晴菜 12.39 川﨑  志穂美 12.52 田村    友紀 12.53 千葉  ひろみ 14.51

１００ｍ 滝  沢･ｾﾚｽﾎﾟ GR 盛  岡･岩手大 紫  波･岩手大 釜  石･岩手大 盛  岡･盛岡市役所 奥  州･奥州AC
 7/12 藤沢  沙也加 54.60 大坂    汐里 57.13 新田    真未 1:00.11 冨澤    洋子 1:07.56

４００ｍ 滝  沢･ｾﾚｽﾎﾟ GR 一  関･岩手大 矢  巾･岩手大 花  巻･自治医科大
 7/13 衛藤      優 5:05.53 小野寺  右佳 5:09.42 菅原  めぐみ 5:15.24 稲村    安莉 5:28.11 児玉    由美 5:29.84 川井      幸 5:40.94

１５００ｍ 花  巻･岩手大 滝  沢･岩手自衛隊 奥  州･胆沢南走会 矢  巾･岩手大 北  上･しらゆりﾚﾃﾞｨｰｽ 奥  州･奥州AC
 7/12 菅原  めぐみ 19:17.78 小野寺  右佳 19:42.74 児玉    由美 20:16.76 堀子    美里 22:56.74 新田    彩乃 23:16.26

５０００ｍ 奥  州･胆沢南走会 滝  沢･岩手自衛隊 北  上･しらゆりﾚﾃﾞｨｰｽ 花  巻･盛岡大学 花  巻･花巻市陸協
 7/12  -0.9 荒川    沙絵 15.00 石森      舞 17.54 冨澤    洋子 17.77

100mH(0.840m) 盛  岡･筑波大 花  巻･富士大 花  巻･自治医科大
 7/12 熊谷    菜美 49:35.64 山口    花生 54:23.58 吉田    蛍夏 54:49.33 照井    貴子 55:27.72 髙橋    春花 1:04:10.29

10000m競歩 盛岡一 盛岡一 釜  石･岩手陸協 西和賀･盛岡二高教 黒沢尻北
 7/13 花  巻･花巻       53.60 奥  州･奥州       54.51

４×１００ｍ 石森      舞 千葉    汐里
柴田    幸恵 千葉  ひろみ
冨澤    洋子 小林  ひとみ
衛藤      優 佐藤    千徳

 7/11 佐竹    実希 1.56 近藤      颯 1.53 今野    杏菜 1.53 山本    桜子 1.50 只野    綾香 水沢商 1.45 齊藤    ﾘﾅ 1.45 中村    朱花 1.45
走高跳 北  上･青森公立大 盛岡市立 住  田･住田町陸協 葛巻 落合      玲 盛岡市立 不来方 久慈東

 7/13 鈴木  美菜子 5.55(+1.4) 千葉    汐里 5.06(+1.5) 杉村    翔子 4.85(+0.7) 佐竹    実希 4.53(+0.8)
走幅跳 一  関･筑波大 奥  州･順天堂大 大  槌･岩手陸協 北  上･青森公立大

 7/11 菊池    華恵 29.18 柴田    幸恵 22.06 小林  ひとみ 20.08
やり投(0.600kg) 花  巻･花巻市陸協 花  巻･富士大 奥  州･奥州AC

 7/12 石森      舞 19.52 小川    晴香 11.85
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 花  巻･富士大 花  巻･花巻市陸協

 7/13 8部  -0.8 川村    知巳 12.24 石母田    歩 12.72 田子    柚乃 12.95 西村    花菜 13.00 菊池    梨帆 13.12 村上    舞菜 13.13 高橋    理紗 13.16 中村    美那 13.23
１００ｍ 盛岡一 盛岡誠桜 花巻北 北上翔南 北上翔南 盛岡南 盛岡誠桜 盛岡四

 7/12 船越    玲奈 58.81 阿部    美咲 59.00 齋藤    理菜 59.26 吉川    侑花 59.68 佐藤    愛理 1:00.52 佐々木こころ 1:01.01 西村    花菜 1:03.15 小山田  千尋 1:03.40
４００ｍ 盛岡誠桜 北上翔南 北上翔南 北上翔南 花巻北 黒沢尻北 北上翔南 盛岡南

 7/13 髙橋    莉菜 10:20.00 菊池      葵 10:24.39 武田    晴那 10:24.75 松川    起帆 10:30.85 小野寺  晴菜 10:34.25 牧野    あや 10:37.91 戸埜村  比菜 10:38.52 中村    琴美 10:52.42
３０００ｍ 花巻東 花巻東 盛岡誠桜 花巻東 花巻北 北上翔南 盛岡市立 盛岡市立

 7/13 上濱    理子 1:03.15 齋藤    理菜 1:04.36 船越    玲奈 1:05.34 阿部    美咲 1:06.91 高橋    みゆ 1:08.17 照井    千聖 1:08.54 斉藤    春菜 1:11.16 鷹觜    三奈 1:12.12
400mH(0.762m) 盛岡中央 北上翔南 盛岡誠桜 北上翔南 花巻東 花巻北 北上翔南 盛岡南

 7/11 佐々木    天 5.67(+0.5) 斉藤    春菜 5.32(+0.9) 高橋  日菜子 5.25(+0.4) 栁村    海希 5.19(+1.4) 木村    海奈 5.08(+1.3) 中澤    椿希 4.95(+0.8) 赤坂    雛愛 4.90(+1.4) 狩野  わかな 4.82(+1.4)
走幅跳 盛岡一 GR 北上翔南 盛岡一 盛岡一 盛岡南 盛岡誠桜 盛岡南 北上翔南

 7/12 佐々木  瑠風 34.91 星      京香 30.23 高橋    莉奈 29.59 佐藤  恵美里 24.99 水野  ありさ 20.79 齋藤    美保 20.10
ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 水沢一 水沢一 水沢一 岩谷堂 住田 岩谷堂

 7/11 9部   0.0 山田    美来 12.40 小野寺優香理 13.03 阿部    麗菜 13.25 濱田    優姫 13.25 小倉    夕芽 13.44 長根    史依 13.47 藤原    千夏 13.59 三島木  有南 13.64
１００ｍ ※ 福岡中 GR 盛岡誠桜 盛岡一 北上翔南 盛岡誠桜 花巻北 盛岡南 北上翔南

 7/13 髙橋    優菜 4:33.46 大戸    里桜 5:00.92 高橋    清奈 5:05.77 田村    花鈴 5:08.09 志和  千香子 5:08.37 小笠原    芽 5:09.33 菊池    奈緒 5:09.84 久保田  萌希 5:10.04
１５００ｍ 盛岡四 GR 黒沢尻北 花巻東 花巻北 盛岡誠桜 盛岡四 花巻東 盛岡三

 7/12  -3.2 佐々木  双葉 16.42 佐藤    未来 16.58 菊池    美羽 17.17 三宅    里奈 17.62 櫻田    佳乃 17.78 吉田    桃子 18.08 三浦    快嶺 18.21 武藤    紗菜 18.80
100mYH(0.762m) 盛岡誠桜 盛岡誠桜 黒沢尻工 水沢一 盛岡二 北上翔南 千厩 盛岡商

 7/13 濱田    優姫 5.48(+0.6) 長根    史依 5.19(+1.1) 黒澤    果令 5.14(+0.8) 高橋    三冬 4.89(+0.7) 鈴木    桃衣 4.88(+0.8) 藤原    千夏 4.83(+0.5) 吉田    桃子 4.82(+0.3) 笠原    彩未 4.78(+0.3)
走幅跳 北上翔南 GR 花巻北 下小路中 盛岡三 盛岡三 盛岡南 北上翔南 盛岡北

 7/12 8･9部共通 熊谷    彩音 2:11.10 砂川    真穂 2:16.74 ﾃﾞﾚｵﾝｼﾞｬﾝﾆｯｶ 2:20.02 牧野    あや 2:20.78 戸埜村  比菜 2:22.20 杉原    由佳 2:24.13 玉澤    朋果 2:25.15 米倉    桃香 2:34.09
８００ｍ 盛岡誠桜 GR 盛岡誠桜 花巻東 北上翔南 盛岡市立 盛岡誠桜 盛岡二 盛岡市立

 7/11 盛岡一       48.22 北上翔南       49.19 盛岡誠桜       50.57 盛岡南       50.79 花巻北       51.99 水沢一       52.03 盛岡四       52.06 盛岡北       52.97
４×１００ｍ 千葉    有紗 濱田    優姫 福士    結衣 藤原    千夏 齋藤    楽々 菊地      碧 村松    美音 加藤    瑞穂

佐々木    天 西村    花菜 熊谷    あい 村上    舞菜 佐藤    愛理 高橋    麻衣 中村    美那 山中    陽香
小野寺  夏実 吉川    侑花 中澤    椿希 鷹觜    三奈 照井    千聖 小野    綺音 佃    こころ 中村    咲嬉
川村    知巳 斉藤    春菜 小野寺優香理 小野寺  那海 田子    柚乃 八重樫  一紗 佐藤  里佳子 山口    菜瑠

 7/12 北上翔南     4:00.32 花巻北     4:09.05 盛岡市立     4:15.41 水沢一     4:18.14 盛岡二     4:18.30 盛岡一     4:22.63 花巻南     4:24.05 盛岡四     4:24.63
４×４００ｍ 芋田    琴絵 田子    柚乃 落合      玲 高橋    麻衣 玉澤    朋果 阿部    麗菜 阿部    春香 村松    美音

斉藤    春菜 佐藤    愛理 米倉    桃香 小野    綺音 小野寺  紗矢 栁村    海希 下川    彩香 佃    こころ
吉川    侑花 長根    史依 戸埜村  比菜 菊地      碧 吉田  美寿妃 高橋    希実 小野寺    柚 佐藤  里佳子
阿部    美咲 照井    千聖 近藤      颯 今野    美夏 杉本  しのぶ 吉田    実優 佐々木あゆみ 仙台  さと実

 7/11 菊池    美羽 2.10
棒高跳 黒沢尻工

 7/12 畠山    和紀 11.93 石山    桂子 10.95 鈴木    美咲 10.85 菅野    美穂 10.31 星      京香 9.99 岡﨑      楓 9.64 岩亀    里南 9.39 水野  ありさ 9.20
砲丸投(4.000kg) 盛岡農 盛岡南 北上翔南 盛岡北 水沢一 大船渡東 花巻東 住田

 7/13 小野    綺音 40.32 鈴木    美咲 38.40 紺野    彩希 37.60 福士    香織 35.23 沢田  明日香 34.15 菅原  小百合 33.03 千葉    彩花 32.65 佐藤    菜美 32.26
やり投(0.600kg) 水沢一 北上翔南 釜石 黒沢尻北 福岡 一関一 水沢商 一関一

※9部100ｍ準決勝において、山田未来（福岡中）が大会新を記録（12.34(+0.7)）


