
総　　務: 阿部　　忠

審 判 長: 箱石　文夫

【開催日】 平成26年6月22日 記録主任： 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
 6/22 男子5年  -0.1 佐藤  史弥(5) 13.91 菅原    蓮(5) 14.05 伊藤  巧翔(5) 14.10 留場  洸成(5) 14.10 後藤  大亮(5) 14.26 鎌田  悠瑚(5) 14.39 佐藤  昌苑(5) 14.40 菊地  元太(5) 14.52

１００ｍ 花  巻･矢沢小 一  関･一関Jrｸﾗﾌﾞ 奥  州･水沢小 遠  野･土淵ｸﾗﾌﾞ 奥  州･奥州AC 花  巻･TFC若葉 花  巻･桜台小 奥  州･若柳小
 6/22 男子6年  -0.9 髙杉  時史(6) 12.69 鈴木  琉斗(6) 13.51 藤平  研登(6) 13.55 木内  淳平(6) 13.59 柏葉  聡太(6) 13.65 佐々木真貴(6) 13.78 筒井  裕世(6) 13.92 畠山  元希(6) 13.96

１００ｍ 金ｹ崎小 大  槌･大槌ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡ｸﾗﾌﾞ 宮  古･山口小 花  巻･南城小 二  戸･石切所ｸﾗﾌﾞ 花  巻･宮野目小
 6/22 男子5,6年共  +0.7 小林    蓮(6) 13.12 上野翔大空(6) 13.32 髙橋  一輝(6) 13.63 吉田  海渡(6) 13.89 今野颯一郎(6) 13.89 畠山  史哉(6) 13.97 三上  主馬(6) 14.21 佐々木諒平(6) 17.65

８０ｍＨ 釜  石･平田ｸﾗﾌﾞ 北  上･江釣子ｸﾗﾌﾞ 花  巻･南城小 一  関･一関Jrｸﾗﾌﾞ 一  関･一関南ｸﾗﾌﾞ 宮  古･山口小 宮  古･山口小 花  巻･TFC若葉
 6/22 近藤  瑞樹(6) 1.40 佐藤  聖哉(6) 1.37 伊藤  燿佑(6) 1.34 大森  純平(6) 1.31 瀧澤    烈(6) 1.28 小山  龍樹(6) 1.28 髙橋  流音(6) 1.25 千葉  大輝(6) 1.25

走高跳 山  田･山田南小 北  上･口内ｸﾗﾌﾞ 奥  州･水沢小 盛  岡･盛岡ｸﾗﾌﾞ 遠  野･上郷ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 花  巻･TFC若葉 気仙小
 6/22 川村  悠也(6) 4.64(+2.2) 佐々木飛馬(6) 4.55(+1.5) 藤原  晴磨(6) 4.30(+1.3) 星野  大晴(5) 4.26(+0.1) 鈴木    塁(6) 4.26(+1.3) 柳原  一翔(6) 4.15(+1.0) 吉田  竜翔(6) 4.13(+0.8) 田口    蓮(6) 4.10(+1.1)

走幅跳 盛  岡･青山小 盛  岡･北厨川小 花  巻･TFC若葉 花  巻･桜台小 一  戸･一戸南小 一  関･赤荻ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡土淵小 二  戸･浄法寺小
 6/22 朝倉    颯(6) 61.67 菊池  健吾(6) 59.50 加藤  琉生(6) 57.46 菅原  諒太(6) 56.85 佐藤  生真(6) 56.31 難波  優斗(6) 55.28 瀧澤  文冴(6) 55.21 小原  宏太(6) 54.85

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 永岡小 奥  州･岩谷堂AC 奥  州･水沢小 一  関･若滝ｸﾗﾌﾞ 花  巻･宮野目小 釜  石･平田ｸﾗﾌﾞ 一  戸･奥中山ｸﾗﾌﾞ 北  上･黒沢尻西ｸﾗﾌﾞ
 6/22 盛岡ｸﾗﾌﾞ       52.81 江釣子ｸﾗﾌﾞ       54.55 胆沢第一ｸﾗﾌﾞ       55.05 黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ       55.58 盛岡KTC       55.70 南城小       56.29 前沢小       56.67 宮野目小       58.25

４×１００ｍ 廣田  颯斗(6) 髙橋    仁(6) 岩渕  蓮也(6) 藤川  裕真(5) 中野  大詞(6) 伊藤    光(6) 佐藤龍太朗(6) 細越  武流(6)
伊東  憲吾(6) 那須川大夢(6) 五嶋  優斗(6) 佐藤    元(6) 伊藤    駿(5) 佐々木真貴(6) 渡辺    翼(6) 佐藤  生真(6)
葛巻  洸大(6) 八重樫  健(6) 渡辺  健心(6) 柿木  琉希(6) 鷹羽  柊弥(5) 髙橋  一輝(6) 阿部  友哉(6) 髙橋    凛(6)
藤平  研登(6) 上野翔大空(6) 佐藤  佳輔(6) 白勢  央輝(6) 武田  和馬(6) 伊藤  好生(6) 若槻    猛(5) 畠山  元希(6)

 6/22 男子ﾄﾗｲｱﾙ 鶴田  竜馬(6) 14.67 佐々木優真(6) 14.73 岩渕  和希(6) 15.06 千田  竜生(6) 15.08 北舘  宗馬(5) 15.09 小林    蓮(6) 15.21 千葉  勇真(5) 15.37 吉田  拓未(5) 15.42
１００ｍ 盛  岡･盛岡KTC 花  巻･桜台小 一  関･一関Jrｸﾗﾌﾞ 奥  州･前沢小 盛  岡･大新小 盛  岡･大新小 紫  波･日詰小 盛  岡･盛岡KTC



総　　務: 阿部　　忠

審 判 長: 箱石　文夫

【開催日】 平成26年6月22日 記録主任： 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
 6/22 女子5年  +0.6 菅原さくら(5) 14.46 佐藤  美桜(5) 14.79 及川  未来(5) 14.90 佐々木柚菜(5) 14.91 菅原  彩生(5) 14.97 吉田  朱里(5) 14.98 菊田ひかる(5) 15.05 工藤  冴子(5) 15.15

１００ｍ 盛  岡･盛岡KTC 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 花  巻･桜台小 花  巻･TFC若葉 久  慈･久慈ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡KTC 遠  野･上郷ｸﾗﾌﾞ 一  戸･一戸ｻﾝﾋﾞﾚRC
 6/22 女子6年  -0.9 栃澤  亜美(6) 14.03 伊藤  眞由(6) 14.16 佐々木愛梨(6) 14.23 相馬  佳奈(6) 14.25 田子  敬乃(6) 14.33 金野  美琴(6) 14.36 沢    春奈(6) 14.53 阿部  海羽(6) 14.74

１００ｍ 盛  岡･盛岡KTC 奥  州･胆沢第一ｸﾗﾌﾞ 大  槌･大槌ｸﾗﾌﾞ 久  慈･侍浜RC 盛  岡･盛岡KTC 奥  州･南都田ｸﾗﾌﾞ 久  慈･久慈湊ｸﾗﾌﾞ 宮  古･高浜小
 6/22 女子5,6年共  +0.9 宮原  颯希(6) 13.42 鈴木いろは(6) 13.72 田原  彩名(6) 13.83 谷井  亜弥(6) 13.98 小島    妃(6) 14.26 小野寺茉子(6) 14.51 岩渕    鈴(6) 14.57 千葉  陽向(6) 14.64

８０ｍＨ 花  巻･笹間第一小 大会新 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡ｸﾗﾌﾞ 北  上･北上南ｸﾗﾌﾞ 一  関･一関南ｸﾗﾌﾞ 奥  州･奥州AC 一  関･一関南ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ
 6/22 八重樫澄佳(6) 1.32 小部まりぃ(6) 1.32 千葉菜那子(6) 1.29 藤原ひなた(6) 1.29 ﾋﾞﾙﾀｰｼﾞ ﾚｲﾗ(6) 1.26 熊谷  愛美(6) 住  田･有住ｸﾗﾌﾞ 1.23 佐藤  優利(6) 1.23

走高跳 北  上･黒沢尻西ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 花  巻･花巻JAC 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 阿部    雅(6) 花  巻･笹間第一小 北  上･黒沢尻北ｸﾗﾌﾞ
 6/22 和賀  友香(6) 4.12(0.0) 十文字凜音(6) 4.07(0.0) 石川  叶羽(6) 4.06(0.0) 佐藤  綺美(6) 4.03(0.0) 髙橋友莉恵(6) 4.01(-0.8) 廣長  希穂(6) 3.90(-0.6) 若柳梨里花(6) 3.88(0.0) 寺崎  友望(6) 3.86(+0.9)

走幅跳 一  関･赤荻ｸﾗﾌﾞ 北  上･江釣子ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 釜  石･双葉ｸﾗﾌﾞ 花  巻･桜台小 一  関･川崎ｸﾗﾌﾞ 花  巻･矢沢小 宮  古･高浜小
 6/22 髙橋  咲良(6) 60.31 髙橋明華音(6) 53.71 本城  咲良(5) 50.88 小西    光(6) 49.85 堀合里利香(6) 49.37 井上あおい(6) 47.27 千葉    響(5) 44.20 岩﨑  栞里(6) 43.81

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 盛  岡･北厨川小 西和賀･沢内小 奥  州･前沢小 雫  石･安庭小 山  田･山田南小 一  関･一関Jrｸﾗﾌﾞ 一  関･一関南ｸﾗﾌﾞ 釜  石･唐丹ｸﾗﾌﾞ
 6/22 盛岡KTC       55.21 盛岡ｸﾗﾌﾞ       56.46 萩荘ｸﾗﾌﾞ       57.11 胆沢第一ｸﾗﾌﾞ       57.20 水沢小学校       57.38 前沢小       57.64 赤荻ｸﾗﾌﾞ       57.82 陸上塾       58.20

４×１００ｍ 清水  彩花(6) 伊藤  由惟(6) 佐藤    雅(6) 尾川柚樹奈(6) 佐藤  鈴渚(6) 阿部ほのか(6) 岡本    凜(6) 土井尻美羽(6)
栃澤  亜美(6) 田原  彩名(6) 鈴木いろは(6) 伊藤  眞由(6) 及川  友花(6) 阿部  千愛(6) 和賀  友香(6) 須田  春日(6)
田子  敬乃(6) 高山  結貴(6) 石川  叶羽(6) 妙川    宙(6) 青木  郁実(6) 鈴木  真歩(6) 今関  莉緒(6) 三上  莉来(6)
川村  芽生(6) 工藤    遥(6) 蜂谷  希美(6) 小野  郁実(6) 渡辺英美里(6) 泉  穂奈美(6) 長谷川詩織(6) 吉田  楓音(6)

 6/22 女子ﾄﾗｲｱﾙ 髙橋  未羽(6) 14.57 関野    楓(6) 14.76 佐藤    雅(6) 14.84 川田  珠愛(6) 14.98 工藤  柚朱(6) 15.00 民部田天乃(6) 15.06 春日  美月(5) 15.07 菅原  あゆ(6) 15.15
１００ｍ 盛  岡･盛岡KTC 滝  沢･巣子ｸﾗﾌﾞ 一  関･萩荘ｸﾗﾌﾞ 盛  岡･盛岡KTC 盛  岡･盛岡KTC 盛  岡･盛岡KTC 盛  岡･盛岡KTC 盛  岡･盛岡ｸﾗﾌﾞ


