
主催　　　日本陸上競技連盟、日本中学校体育連盟、岩手陸上競技協会、岩手県中学校体育連盟 期　日　　平成２６年７月５日（土）～６日（日）

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
07/05 中学男子  -2.8 佐々木遼馬(1) 12.91 薄井　正知(1) 13.06 市川　　凜(1) 13.12 藤澤　勇斗(1) 13.14 藤　　樹輝(1) 13.25 及川　駿斗(1) 13.31 佐々木　寛(1) 13.37 田河原篤史(1) 13.42

１年１００ｍ 矢沢 見前 北上 見前南 水沢南 花泉 若柳 田野畑
07/05  -3.2 鎌田将太朗(2) 12.02 高橋　希凜(2) 12.29 佐々木　稜(2) 12.38 下村　侑輝(2) 12.48 柴田　　瞭(2) 12.54 石崎　浩大(2) 12.63 志田　侑也(2) 12.67 佐々木翔太(2) 12.68

２年１００ｍ 石鳥谷 東水沢 南城 滝沢第二 上野 下小路 山目 宮古西
07/05  -3.0 齋藤　幹央(3) 11.81 下斗米　凌(3) 12.06 佐々木皓雄(3) 12.08 小原　祥馬(3) 12.13 山本　悠生(3) 12.19 瀬川　皓太(3) 12.28 田鎖　　亘(3) 12.34 小黒澤孝介(3) 12.34

３年１００ｍ 滝沢南 紫波第一 赤崎 南城 宮古第一 滝沢 新里 北松園
07/06  -1.2 齋藤　幹央(3) 23.55 鎌田将太朗(2) 23.79 山口　知己(3) 23.90 滝澤　航大(3) 24.10 小林　大稀(3) 24.32 吉田　雄大(2) 24.33 熊谷　瑞稀(3) 24.56 菅原　光師(3) 24.98

共通２００ｍ 滝沢南 石鳥谷 滝沢第二 大宮 江刺第一 盛岡河南 一関東 北上南
07/06 川又　彰人(3) 51.26 田原　　悠(2) 52.47 阿部　龍生(3) 53.12 熊谷　　禄(3) 53.16 村上　斗和(3) 54.53 大和　功児(3) 55.86

共通４００ｍ 滝沢 北上 厳美 見前 矢巾北 飯豊
07/05 吉田　優斗(3) 2,02.50 川村　優太(3) 2,03.29 阿部　龍生(3) 2,03.77 矢作　寛人(3) 2,05.35 森　　海斗(3) 2,06.77 千田　洸斗(3) 2,07.00 大久保航也(3) 2,12.18 岩渕　幹大(3) 2,13.08

共通８００ｍ 見前 下小路 厳美 見前南 見前 北上南 三崎 小山
07/06 佐々木　塁(1) 4,16.26 杉田　真英(1) 4,32.97 熊谷　龍一(1) 4,37.46 佐々木遼馬(1) 4,37.85 十文字優一(1) 4,42.04 及川　稜亮(1) 4,42.90 生駒　隆児(1) 4,43.56 佐藤　友治(1) 4,43.91

１年１５００ｍ 盛岡河南 大会新 雫石 久慈 矢沢 福岡 有住 山田 大東
07/06 佐藤　慎巴(3) 4,07.83 菊池　　秦(3) 4,12.22 中村　真樹(3) 4,14.22 馬場　康生(3) 4,16.85 及川　雄誌(3) 4,18.79 吉田　拓郎(3) 4,20.88 柴田　　葉(3) 4,21.46 杉本　祐一(3) 4,24.71

2･3年１５００ 北上 大会新 遠野 久慈 宿戸 遠野 見前 上野 遠野東
07/05 佐藤　慎巴(3) 8,57.54 野口　一穂(3) 8,59.41 菊池　　秦(3) 8,59.70 吉田　拓郎(3) 9,11.95 小田　敬大(3) 9,14.55 中村　真樹(3) 9,28.30 加藤　希績(3) 9,30.05 馬場　康生(3) 9,31.21

共通３０００ｍ 北上 種市 遠野 見前 三崎 久慈 遠野 宿戸
07/06  -0.5 鈴木　泰広(3) 15.63 高橋　宜也(3) 16.11 福浦　凌太(3) 16.13 藤原　寛斗(3) 16.24 菅原　　望(3) 16.40 石崎　浩大(2) 16.50 及川　貴史(3) 16.68 阿部　　響(3) 17.18

共通１１０ｍＨ 遠野 下小路 黒石野 山目 川崎 下小路 北上南 西南
07/06 石鳥谷       47.49 北上       47.84 下小路       48.10 盛岡河南       48.46 花泉       48.70 厨川       49.02 山田       49.57 山目       50.12

低学年4×100mR 佐藤　旦望(1) 松尾　栄太(1) 滝澤美竜夢(1) 渡部　　哲(1) 及川　駿斗(1) 村岡　　輝(1) 佐々木　翼(1) 村松　春翔(1)
鎌田　倫匡(2) 高橋　大智(2) 鹿内　　葵(2) 石川　　匠(2) 及川　健浩(2) 工藤　滉也(2) 一條　　諒(2) 吉川　智博(2)
小原　寛燿(1) 市川　　凜(1) 石崎　浩大(2) 佐々木　塁(1) 熊谷　　翼(1) 植野　諒豪(1) 木澤　拓夢(1) 八島　真斗(1)
鎌田将太朗(2) 田原　　悠(2) 長岡　ゆう(1) 吉田　雄大(2) 佐々木　匠(2) 藤井　大祐(2) 吉田　　凌(2) 志田　侑也(2)

07/06 雫石       45.21 水沢       45.38 宮古第一       45.50 水沢南       45.76 江刺第一       45.85 花巻       45.90 見前       46.08 下小路       46.40
共通4×100mR 髙橋　太星(2) 小澤　龍成(3) 杉本　柚樹(3) 菅原　悠人(3) 菊池功優幹(2) 大友　温希(2) 小笠原陵真(3) 菊地　元紀(3)

松原　恭太(3) 福間　大気(3) 山本　悠生(3) 吉田　尚人(3) 小林　大稀(3) 姉帯　　直(3) 佐々木和美(3) 高橋　宜也(3)
天川　直紀(3) 佐藤　竜成(3) 岡本　流聖(3) 郷右近駿太(3) 高橋　遥斗(3) 佐々木元哉(3) 熊谷　　禄(3) 刈谷　春樹(3)
小西　　弾(3) 佐々木兵馬(3) 柴田　紘希(3) 佐藤　　翼(3) 小野寺　信(3) 倉田　夏希(3) 吉田　優斗(3) 川村　優太(3)

07/06 郷右近駿太(3) 1.85 佐藤　斗馬(2) 1.75 瀬川　皓太(3) 1.70 高橋　瑠威(3) 水沢南 東北大会出場 1.65 小林　仁樹(3) 1.65 熊谷　　聖(3) 1.65 中條　来飛(3) 1.60
共通走高跳 水沢南 水沢南 滝沢 岡本　流聖(3) 宮古第一 大槌 厳美 岩大附属

07/05 新田　峻介(3) 3.70 刈谷　春樹(3) 3.70 西舘　陽真(3) 3.50 高橋　聡平(2) 3.40 佐藤　流伽(3) 見前 3.20 滝川　聖也(3) 3.10 伊藤　大輔(3) 3.10
共通棒高跳 東陵 下小路 滝沢第二 北上 富岡　信行(3) 下小路 松尾 北上

07/05 佐々木元哉(3) 6.62(+2.5) 千田　優真(2) 6.52(+2.0) 佐々木幹斗(3) 6.29(+2.0) 菊地　元紀(3) 6.22(+1.5) 千葉　　樹(3) 6.10(+1.7) 半澤　　傑(3) 6.08(+1.0) 齋藤　圭太(3) 5.97(+1.5) 杉本　柚樹(3) 5.85(+2.1)
共通走幅跳 花巻 *1 飯豊 沼宮内 下小路 千厩 滝沢第二 見前南 宮古第一 *2

07/06 佐藤　文哉(3) 13.10 小島　雅貴(3) 12.44 志和　孝洋(3) 12.07 石川　　匠(2) 11.95 辻村　侑也(3) 11.02 長谷川　陸(3) 10.52 麥田　彗那(3) 10.35 佐藤　凌雅(2) 9.83
共通砲丸投5Kg 岩大附属 大原 見前南 盛岡河南 石鳥谷 江釣子 松尾 有住

07/05 石川　　匠(2) 2116 及川　貴史(3) 2082 阿部　　響(3) 2066 双畑　　蓮(3) 1935 那須　広登(3) 1920 三浦　　見(3) 1779 梅村　竜吾(3) 1756 千葉丈之亮(3) 1741
四種総合 盛岡河南 北上南 西南 西根 桜町 山形 下橋 一関

07/05  -0.3 阿部　　響(3) 16.74 及川　貴史(3) 16.77 双畑　　蓮(3) 17.71 三浦　　見(3) 17.85 千葉丈之亮(3) 一関 17.88 遠藤　　空(3) 18.08 石川　　匠(2) 18.23
四種１１０ｍＨ 西南 (652) 北上南 (648) 西根 (552) 山形 (539) 那須　広登(3) 桜町 (536) 水沢 (516) 盛岡河南 (502)

07/05 石川　　匠(2) 12.70 梅村　竜吾(3) 10.88 阿部　　響(3) 10.19 及川　貴史(3) 9.66 那須　広登(3) 9.24 女供　雄太(3) 8.75 双畑　　蓮(3) 8.69 千葉眞尋楼(2) 8.62
四種砲丸投4Kg 盛岡河南 (649) 下橋 (539) 西南 (497) 北上南 (465) 桜町 (440) 山形 (411) 西根 (407) 一関 (403)

07/05 那須　広登(3) 1.65 三浦　　見(3) 1.65 中津山　叫(3) 1.60 田中　大成(3) 1.55 双畑　　蓮(3) 1.55 梅村　竜吾(3) 1.50 石川　　匠(2) 1.50 及川　貴史(3) 1.50
四種走高跳 桜町 (504) 山形 (504) 大東 (464) 野田 (426) 西根 (426) 下橋 (389) 盛岡河南 (389) 北上南 (389)

07/05 及川　貴史(3) 55.47 石川　　匠(2) 55.58 阿部　　響(3) 55.86 双畑　　蓮(3) 56.24 千葉丈之亮(3) 57.58 女供　雄太(3) 58.44 梅村　竜吾(3) 58.94 三浦　　見(3) 59.04
四種４００ｍ 北上南 (580) 盛岡河南 (576) 西南 (565) 西根 (550) 一関 (499) 山形 (468) 下橋 (450) 山形 (446)

気象状況

５日　　午前10時　　天候　曇　　気温　 23.1℃　　湿度　71％　　風向　北北東　　風速　0.2㎧ *1公認記録　5.90(+1.0) 総　務　　　阿部　　忠
５日　　午後０時　　天候　曇　　気温　 22.8℃　　湿度　71％　　風向　南南東　　風速　1.0㎧ *2公認記録　5.84(+1.7)
５日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 23.3℃　　湿度　68％　　風向　 南東 　　風速　2.9㎧
５日　　午後５時　　天候　晴　　気温　 21.4℃　　湿度　65％　　風向　東南東　　風速　3.0㎧ 審判長　　　清水　茂幸
６日　　午前10時　　天候　曇　　気温　 23.0℃　　湿度　68％　　風向　北北東　　風速　0.1㎧ 大会新記録（予選にて）
６日　　午後０時　　天候　晴　　気温　 27.3℃　　湿度　62％　　風向　 南東 　　風速　0.7㎧ 　共通８００ｍ　1'59"59　吉田　優斗（見前中）
６日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 27.7℃　　湿度　64％　　風向　南南東 　 風速　1.8㎧ 　１年１５００ｍ　4'15"46　佐々木　塁（盛岡河南中） 記録主任　　遠藤　文敬

［14500153］男子成績一覧表 大会名 第60回全日本中学校通信陸上競技岩手県大会



主催　　　日本陸上競技連盟、日本中学校体育連盟、岩手陸上競技協会、岩手県中学校体育連盟 期　日　　平成２６年７月５日（土）～６日（日）

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
07/05 中学女子  -2.3 佐々木　雅(1) 13.25 藤澤　楓華(1) 13.57 工藤　　涼(1) 13.70 佐々木　慧(1) 13.79 吉田　有里(1) 14.10 山中愛仁果(1) 14.12 簗場　ゆい(1) 14.18 佐藤　衣南(1) 14.32

１年１００ｍ 北陵 見前南 城西 石鳥谷 岩大附属 厨川 雫石 水沢南
07/05  -3.1 高橋　知里(2) 13.55 河崎　玖美(2) 13.66 岩渕　有純(2) 13.78 只野　新菜(2) 13.79 狐﨑　亜実(2) 13.80 野地　秋音(2) 13.85 大山　里花(2) 13.92 吉永　花琳(2) 14.20

２年１００ｍ 下小路 岩大附属 有住 見前南 下橋 北上南 飯豊 土淵
07/05  -1.4 山田　美来(3) 12.77 小山　奈月(3) 12.91 及川　朝賀(3) 13.18 菅原　千聖(3) 13.23 小澤　知世(3) 13.26 阿邉いつき(3) 13.40 髙橋　佐和(3) 13.44 川村　紀子(3) 13.54

３年１００ｍ 福岡 北陵 紫波第一 見前南 桜町 石鳥谷 水沢 下小路
07/06  -0.1 山田　美来(3) 25.15 小山　奈月(3) 25.97 阿邉いつき(3) 26.26 及川　朝賀(3) 26.56 古川あかり(3) 26.67 岩渕　有純(2) 26.78 野地　秋音(2) 27.61 釜澤亜李沙(3) 27.74

共通２００ｍ 福岡 北陵 石鳥谷 紫波第一 滝沢南 有住 北上南 黒石野
07/06 鈴木　樺連(3) 2,16.59 熊谷　百花(3) 2,18.47 宍戸笑理亜(3) 2,18.99 小野寺彩水(2) 2,21.04 齋藤　祐美(1) 2,24.20 菅野　　月(3) 2,24.69 立花　莉帆(3) 2,27.02 上山　遙香(3) 2,27.20

共通８００ｍ 室根 大会新 田野畑 矢巾北 一関 厨川 北上南 北陵 軽米
07/06 錦戸　楓南(1) 4,50.46 志田　美陽(1) 4,53.32 佐藤　　陽(1) 4,56.40 佐藤　珠璃(1) 5,02.79 八重樫亜美(1) 5,09.12 奥山綺穂子(1) 5,09.17 菊池　　巴(1) 5,09.98 橋本梨々花(1) 5,11.45

１年１５００ｍ 下橋 大会新 花巻 大会新 西南 大会新 桜町 西南 花巻 遠野 一戸
07/05 鈴木　樺連(3) 4,38.31 小野寺彩水(2) 4,48.10 小田中亜美(3) 4,53.64 熊谷　百花(3) 4,55.13 千葉　栞奈(2) 4,55.85 遠藤　寧々(2) 4,57.38 横手　純寧(3) 4,58.60 泥濘　芽依(2) 5,00.83

共通１５００ｍ 室根 大会新 一関 遠野 田野畑 水沢南 滝沢南 雫石 大野
07/06  -2.2 高橋　　京(3) 15.85 住吉　夏南(2) 16.21 小野寺彩花(1) 16.24 川村　紀子(3) 16.36 鈴木　羅那(3) 16.49 佐藤穂乃花(3) 16.85 齋藤　南海(3) 17.54

共通１００ｍＨ 北陵 下小路 萩荘 下小路 雫石 遠野東 山田
07/06 江釣子       53.16 北上       53.67 上田       53.77 滝沢       53.80 北上南       54.18 水沢       54.22 滝沢第二       54.86 厨川     1,00.86

低学年4×100mR 八重樫叶子(1) 佐藤　聖奈(1) 熊谷　咲愛(1) 高橋　郁成(1) 小野真優菜(1) 渡辺　　彩(1) 小田桐優蘭(1) 中村　夏美(2)
佐々木ももな(2) 小田島　蓮(2) 外山　美歩(1) 佐藤萌々花(2) 深澤　奈々(2) 鎗光　芽衣(2) 熊谷　　萌(2) 山中愛仁果(1)
熊谷　奈保(2) 高橋　　唯(1) 西森　　優(2) 井上　詩野(1) 津田　奈朋(1) 小川　蓮菜(1) 佐々木遥香(2) 酒井　小麦(2)
吉田ひより(1) 勝山　聖菜(2) 間木　　栞(2) 藤田　莉奈(2) 熊谷　萌花(2) 倍賞　優香(2) 佐々木愛菜(1) 齋藤　祐美(1)

07/06 北陵       50.32 石鳥谷       50.52 岩大附属       50.87 下小路       51.05 水沢       51.33 城西       51.33 北上南       51.44 見前南       51.50
共通4×100mR 高橋　　京(3) 佐々木　慧(1) 村井七海子(2) 黒澤　果令(3) 千田　　綺(3) 格矢　夏紀(2) 吉田　郁穂(3) 山本　真白(3)

小山　奈月(3) 佐々木　舞(3) 畠山　桜子(3) 川村　紀子(3) 髙橋　佐和(3) 佐々木伶奈(2) 野地　秋音(2) 菅原　千聖(3)
姉帯　舞華(3) 菊池　妃咲(2) 宮野　一歌(2) 高橋　知里(2) 鈴木　彩加(3) 北舘　知沙(3) 安田　七海(2) 只野　新菜(2)
佐々木　雅(1) 阿邉いつき(3) 河崎　玖美(2) 余湖　凛花(2) 高橋　りん(2) 工藤　　涼(1) 鈴木　華奈(2) 藤澤　楓華(1)

07/06 今野　萌香(3) 1.51 葛巻　美波(3) 1.51 熊谷　奈保(2) 1.48 多田　夏海(3) 1.45 長岡　優佳(3) 1.45 菊池　優愛(3) 乙部 1.40 井上米里日(2) 1.40
共通走高跳 有住 厨川 江釣子 盛岡河南 飯岡 田中　千代(3) 黒石野 久慈

07/06 黒澤　果令(3) 5.45(+0.2) 小山　夏緒(3) 5.34(+0.5) 佐藤　真優(2) 5.22(0.0) 山中愛仁果(1) 5.19(+0.7) 小澤　知世(3) 5.15(+0.2) 千田　　瞳(2) 5.00(0.0) 熊谷　奈保(2) 4.80(+1.8) 氏家　亜美(3) 4.79(+1.6)
共通走幅跳 下小路 厨川 江釣子 厨川 桜町 水沢南 江釣子 舞川

07/06 野場　知聡(3) 12.88 髙橋　由衣(3) 11.60 四役ひかり(3) 11.49 久慈佳奈美(3) 11.32 星　　侑杏(3) 10.70 荻荘　志帆(3) 10.61 北沢　　優(3) 10.40 前川　沙奈(3) 10.08
共通砲丸投 侍浜 石鳥谷 久慈 侍浜 下小路 桜町 種市 厨川

07/05 今野　萌香(3) 2228 姉帯　舞華(3) 2127 鈴木　羅那(3) 2105 四役ひかり(3) 2020 藤田瑛瑠茉(3) 2017 堀内　美咲(3) 1994 菅野　由真(3) 1932 田中　千代(3) 1844
四種総合 有住 北陵 雫石 久慈 滝沢 江釣子 北上南 黒石野

07/05  -0.7 鈴木　羅那(3) 16.31 今野　萌香(3) 16.37 菅野　由真(3) 北上南 16.79 藤田瑛瑠茉(3) 16.84 堀内　美咲(3) 17.14 深澤　奈々(2) 17.63 小原　綾華(2) 17.69
四種１００ｍＨ 雫石 (677) 有住 (670) 姉帯　舞華(3) 北陵 (620) 滝沢 (615) 江釣子 (581) 北上南 (527) 江釣子 (521)

07/05 今野　萌香(3) 1.50 四役ひかり(3) 1.44 鈴木　羅那(3) 1.44 姉帯　舞華(3) 1.41 堀内　美咲(3) 1.41 田中　千代(3) 1.41 藤田瑛瑠茉(3) 1.38 宮澤　　南(3) 1.30
四種走高跳 有住 (621) 久慈 (555) 雫石 (555) 北陵 (523) 江釣子 (523) 黒石野 (523) 滝沢 (491) 大東 (409)

07/05 四役ひかり(3) 11.53 荻荘　志帆(3) 10.18 中里　実保(3) 9.76 姉帯　舞華(3) 8.99 菅野　由真(3) 8.86 田中　千代(3) 8.28 今野　萌香(3) 8.01 及川　早紀(3) 7.87
四種砲丸投 久慈 (630) 桜町 (541) 田野畑 (514) 北陵 (464) 北上南 (455) 黒石野 (417) 有住 (400) 花泉 (391)

07/05  -3.0 藤田瑛瑠茉(3) 28.85 鈴木　羅那(3) 28.89 堀内　美咲(3) 29.07 今野　萌香(3) 29.23 姉帯　舞華(3) 29.46 黒坂美香子(3) 29.58 四役ひかり(3) 29.66 小原　綾華(2) 30.00
四種２００ｍ 滝沢 (565) 雫石 (562) 江釣子 (549) 有住 (537) 北陵 (520) 中野 (512) 久慈 (506) 江釣子 (482)

気象状況

５日　　午前10時　　天候　曇　　気温　 23.1℃　　湿度　71％　　風向　北北東　　風速　0.2㎧ 大会新記録（予選にて） 総　務　　　阿部　　忠
５日　　午後０時　　天候　曇　　気温　 22.8℃　　湿度　71％　　風向　南南東　　風速　1.0㎧ 　１年１００ｍ　13"05(-0.8)　佐々木　雅（北陵中）
５日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 23.3℃　　湿度　68％　　風向　 南東 　　風速　2.9㎧
５日　　午後５時　　天候　晴　　気温　 21.4℃　　湿度　65％　　風向　東南東　　風速　3.0㎧
６日　　午前10時　　天候　曇　　気温　 23.0℃　　湿度　68％　　風向　北北東　　風速　0.1㎧ 審判長　　　清水　茂幸
６日　　午後０時　　天候　晴　　気温　 27.3℃　　湿度　62％　　風向　 南東 　　風速　0.7㎧
６日　　午後３時　　天候　晴　　気温　 27.7℃　　湿度　64％　　風向　南南東 　 風速　1.8㎧

記録主任　　遠藤　文敬
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