
☆県新記録　 ★ 県高校新記録　　🔶県高校タイ記録

100m 県高校記録 10″50 菊池　勝彦 （釜石南） 東北高校 開成山 1985

① 10″69 (1.2) 髙橋　陽向 （花 巻 南3） 05/27 高校総体 北　上
② 10″78 (0.1) 國吉　尭胤 （盛 岡 南2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
③ 10″93 (1.2) 大向　　到 （久    慈3） 05/27 高校総体 北　上

10″93 (0.1) 佐々木皓雄 （大船渡東2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑤ 11″01 (-0.5) 鎌田　　皇 （花 巻 東3） 08/06 トラック記録会 日居城野
⑥ 11″04 (1.2) 千葉　皓太 （水沢工業3） 05/27 高校総体 北　上
⑦ 11″05 (-0.1) 西村　昇悟 （盛岡第四3） 07/09 国体予選 北　上
⑧ 11″07 (1.5) 藤井　大祐 （盛 岡 南1） 06/23 県選手権 北　上
⑨ 11″08 (1.2) 鎌田　直志 （盛岡市立3） 05/27 高校総体 北　上
⑩ 11″12 (1.2) 並岡　真生 （黒沢尻北3） 05/27 高校総体 北　上

200m 県高校記録 21″29 佐々木 愛斗 （盛岡南） 東北高校 とうほうみんなのスタジアム 2015

① 21″70 （0.4） 國吉　尭胤 （盛 岡 南2） 08/06 トラック記録会 日居城野
② 21″96 （-1.8） 種綿　　崚 （盛 岡 南3） 05/29 高校総体 北　上
③ 22″10 （0.5） 佐々木幹斗 （盛 岡 南2） 08/06 トラック記録会 日居城野
④ 22″12 （0.4） 簗場　　丈 （盛 岡 南3） 08/06 トラック記録会 日居城野
⑤ 22″16 （-1.8） 髙橋　陽向 （花 巻 南3） 05/29 高校総体 北　上
⑥ 22″26 （0.1） 滝澤　航大 （盛 岡 南2） 06/25 県選手権 北　上
⑦ 22″27 （0.4） 新田　夏樹 （花 巻 東3） 08/06 トラック記録会 日居城野
⑧ 22″39 （0.1） 大向　　到 （久    慈3） 06/25 県選手権 北　上
⑨ 22″50 （0.5） 鎌田　　皇 （花 巻 東3） 08/06 トラック記録会 日居城野

22″50 （0.5） 菅野　　嗣 （花 巻 東2） 08/06 トラック記録会 日居城野

400m 県高校記録 46″85 佐々木 愛斗 （盛 岡 南） 世界ユース コロンビア・カリ 2015

① 48″21 種綿　　崚 （盛 岡 南3） 05/07 春季陸上 盛　岡
② 48″41 簗場　　丈 （盛 岡 南3） 07/10 国体予選 北　上
③ 48″75 新田　夏樹 （花 巻 東3） 07/10 国体予選 北　上
④ 48″99 菅野　　嗣 （花 巻 東2） 09/09 高校新人 金ケ崎
⑤ 49″71 田原　　悠 （盛 岡 南1） 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 49″94 熊谷　　禄 （盛 岡 南2） 09/09 高校新人 金ケ崎
⑦ 50″01 深澤　柊也 （西 和 賀2） 07/10 国体予選 北　上
⑧ 50″46 岩渕　　誠 （一関第一3） 05/26 高校総体 北　上
⑨ 50″56 小笠原陵真 （盛岡工業2） 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑩ 50″75 藤澤　真治 （宮古商業3） 05/26 高校総体 北　上

800m 県高校記録 1′51″30 櫻岡　流星 （盛 岡 南） 長崎国体 諫　早 2014

① 1′53″96 深澤　柊也 （西 和 賀2） 10/02 仙台大競技会 仙台大
② 1′54″26 川村　優太 （盛 岡 南2） 08/06 トラック記録会 日居城野
③ 1′54″77 村里　春樹 （盛 岡 南1） 08/06 トラック記録会 日居城野
④ 1′56″07 池田　丈礼 （盛 岡 北2） 07/09 国体予選 北　上
⑤ 1′56″50 川端　永遠 （宮古商業2） 07/09 国体予選 北　上
⑥ 1′56″53 岩渕　　誠 （一関第一3） 06/19 東北高校 青　森
⑦ 1′57″91 菅野　　悠 （専大北上2） 05/28 高校総体 北　上
⑧ 1′58″03 佐藤　大樹 （盛岡第四2） 07/09 国体予選 北　上
⑨ 1′59″45 矢作　寛人 （盛 岡 南2） 07/09 国体予選 北　上
⑩ 1′59″50 伊東　尚哉 （一関工業2） 07/09 国体予選 北　上

2016 岩手県高校男子 種目別10傑



1500m 県高校記録 3′48″38 熊谷　勝仁 （専大北上） 全国高校 神戸ﾕﾆﾊﾞｰ 1988

① 4′02″28 熊谷　真澄 （高    田3） 05/26 高校総体 北　上
② 4′03″70 澤田　大輝 （一関学院2） 06/17 東北高校 青　森
③ 4′04″15 大山　一樹 （盛岡第三3） 05/26 高校総体 北　上
④ 4′04″82 川村　優太 （盛 岡 南2） 05/26 高校総体 北　上
⑤ 4′05″59 浅井　崚雅 （一関学院3） 05/26 高校総体 北　上
⑥ 4′05″74 近村　有吾 （盛岡中央3） 05/26 高校総体 北　上
⑦ 4′06″07 山崎　洸真 （専大北上2） 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑧ 4′06″27 大道　一人 （専大北上2） 06/23 県選手権 北　上
⑨ 4′06″37 小原　拓未 （一関学院3） 05/01 トラック記録会 日居城野
⑩ 4′06″96 菊池　和哉 （水沢商業2） 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

5000m 県高校記録 14′12″31 佐々木 聖和 （一関学院） 平成国際大長競技会 鴻　巣 2015

① 14′14″35 浅井　崚雅 （一関学院3） 12/04 日体大学長距離競技会 健志台
② 14′17″83 小原　拓未 （一関学院3） 06/18 東北高校 青　森
③ 14′44″95 熊谷　真澄 （高    田3） 11/13 日体大学長距離競技会 健志台
④ 14′53″13 廣野　智也 （専大北上3） 06/24 県選手権 北　上
⑤ 14′54″03 加藤　希績 （専大北上2） 06/24 県選手権 北　上
⑥ 14′58″06 今川　深透 （専大北上3） 11/13 日体大学長距離競技会 健志台
⑦ 14′58″19 八重樫尚輝 （専大北上2） 11/13 日体大学長距離競技会 健志台
⑧ 14′58″24 柿木　郁人 （専大北上3） 11/13 日体大学長距離競技会 健志台
⑨ 14′58″70 千葉　勇輝 （専大北上3） 11/27 平成国際大長距離競技会巣　鴨
⑩ 15′01″06 佐々木詩音 （専大北上2） 11/13 日体大学長距離競技会 健志台

110mH 県高校記録 14″12 石川　周平 （花巻北） 日本ｼﾞｭﾆｱ 瑞　穂 2013

① 14″48 （0.0） 佐々木　嵩 （盛岡第一3） 08/02 全国高校 岡　山
② 14″83 （0.8） 鎌田　直志 （盛岡市立3） 06/20 東北高校 青　森
③ 14″97 （0.7） 大内　豪樹 （盛 岡 南3） 08/02 全国高校 岡　山
④ 15″39 （-0.2） 鈴木　泰広 （花 巻 東2） 05/29 高校総体 北　上
⑤ 15″75 （0.2） 菊池　文太 （黒沢尻北3） 06/20 東北高校 青　森
⑥ 15″92 （-0.2） 熊谷　慎吾 （専大北上3） 05/29 高校総体 北　上
⑦ 15″95 （-0.2） 大和　功児 （専大北上2） 05/29 高校総体 北　上
⑧ 16″16 （0.1） 佐藤　秀繁 （一関第二2） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑨ 16″23 （-0.1） 郷右近駿太 （盛岡第四2） 05/27 高校総体 北　上
⑩ 16″35 （-0.2） 及川　貴史 （黒沢尻北2） 05/29 高校総体 北　上

110mJH 県高校記録 13″84 田代　優仁 （盛岡第四） 日本ユース 瑞　穂 2014

① 13″88 （0.0） 鎌田　直志 （盛岡市立3） 10/09 いわて国体 北　上
② 14″20 （0.2） 佐々木　嵩 （盛岡第一3） 07/09 国体予選 北　上
③ 14″56 （0.2） 大内　豪樹 （盛 岡 南3） 07/09 国体予選 北　上
④ 14″80 （-0.3） 鈴木　泰広 （花 巻 東2） 07/09 国体予選 北　上
⑤ 15″22 （0.2） 熊谷　慎吾 （専大北上3） 07/09 国体予選 北　上
⑥ 15″55 (1.9) 菊池　文太 （黒沢尻北3） 04/09 みちのく春季 一　関
⑦ 15″56 （0.0） 及川　貴史 （黒沢尻北2） 07/09 国体予選 北　上
⑧ 15″60 （0.0） 大和　功児 （専大北上2） 05/07 春季陸上 盛　岡
⑨ 15″61 （0.2） 石崎　浩大 （盛 岡 南1） 07/09 国体予選 北　上
⑩ 15″64 （0.2） 小原飛雄大 （黒沢尻北1） 07/09 国体予選 北　上

400mH 県高校記録 51″75 田代　優仁 （盛岡第四） 東北高校 とうほうみんなのスタジアム 2015

① 53″59 佐々木　嵩 （盛岡第一3） 05/28 高校総体 北　上
② 55″15 村上　　翼 （大 船 渡3） 05/28 高校総体 北　上
③ 55″19 村上　光大 （水沢第一3） 05/28 高校総体 北　上
④ 55″52 菊池　文太 （黒沢尻北3） 05/28 高校総体 北　上
⑤ 55″94 福浦　凌太 （盛 岡 南2） 07/10 国体予選 北　上
⑥ 56″40 佐藤　　蓮 （一関第二3） 07/10 国体予選 北　上
⑦ 56″41 川又　彰人 （盛岡第一2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑧ 56″72 阿部　　響 （花北青雲2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑨ 57″30 鈴木　泰広 （花 巻 東2） 05/08 春季陸上 盛　岡
⑩ 57″75 佐藤　秀繁 （一関第二2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ



3000mSC 県高校記録 9′05″42 吉田　裕志 （花 巻 南） 東北高校 宮城野 2001

① 9′16″49 熊谷　真澄 （高    田3） 06/23 県選手権 北　上
③ 9′27″88 八重樫尚輝 （専大北上2） 06/23 県選手権 北　上
② 9′33″77 阿部　陸大 （盛 岡 南3） 05/29 高校総体 北　上
④ 9′35″79 菊池　和哉 （水沢商業2） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑤ 9′37″79 千田　悠人 （水沢工業3） 05/29 高校総体 北　上
⑥ 9′39″53 柿木　郁人 （専大北上3） 06/19 東北高校 青　森
⑦ 9′42″83 長野　志伸 （専大北上3） 05/29 高校総体 北　上
⑧ 9′49″77 大山　一樹 （盛岡第三3） 06/23 県選手権 北　上
⑨ 9′53″34 菅原　　笙 （一関工業2） 05/28 高校総体 北　上
⑩ 9′53″53 吉川　幸汰 （宮    古2） 09/11 高校新人 金ケ崎

5000mW 県高校記録 20′30″37 髙橋　和生 （花 巻 北） 国　体 長　崎 2014

① 21′49″92 都鳥　一樹 （花 巻 北3） 07/10 国体予選 北　上
② 23′24″08 佐藤耕太朗 （金 ケ 崎3） 06/18 東北高校 青　森
③ 23′33″78 菊池　　望 （釜    石3） 05/27 高校総体 北　上
④ 23′51″65 柴田　　葉 （花 巻 北2） 05/27 高校総体 北　上
⑤ 24′00″19 菅原　拓巳 （一関工業2） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 24′01″66 及川　達也 （盛岡中央2） 05/27 高校総体 北　上
⑦ 24′15″53 守村　京祐 （盛 岡 南3） 05/07 春季陸上 盛　岡
⑧ 24′16″12 長澤　幸汰 （黒沢尻北3） 05/07 春季陸上 盛　岡
⑨ 24′24″65 三浦　大和 （千    厩3） 05/27 高校総体 北　上
⑩ 24′52″90 高橋　弦士 （盛 岡 南2） 09/11 高校新人 金ケ崎

4×100mR 県高校記録 40″87
全国高校 北　上 2011

① 41″94 盛 岡 南 08/06 トラック記録会 日居城野
② 42″11 盛 岡 南 06/25 県選手権 北　上
③ 42″15 花 巻 東 08/06 トラック記録会 日居城野
④ 42″51 盛 岡 南 05/27 高校総体 北　上

42″51 盛 岡 工 業 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 42″59 花 巻 東 05/27 高校総体 北　上
⑦ 42″60 花 巻 東 06/17 東北高校 青　森
⑧ 42″61 花 巻 東 05/26 高校総体 北　上
⑨ 42″62 花 巻 東 09/10 高校新人 金ケ崎
⑩ 42″67 盛 岡 南 06/17 東北高校 青　森

4×400mR 県高校記録 3′10″66
全国高校 紀三井寺 2015

① 3′15″13 盛 岡 南 06/20 東北高校 青　森
② 3′15″23 盛 岡 南 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
③ 3′17″16 盛 岡 南 （田原悠・熊谷禄・村里春樹・西在家亮） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
④ 3′18″07 盛 岡 南 05/29 高校総体 北　上
⑤ 3′18″47 盛 岡 南 （佐々木幹斗・熊谷禄・田原悠・種綿崚） 06/19 東北高校 青　森
⑥ 3′19″16 盛 岡 南 （佐々木幹斗・熊谷禄・田原悠・國吉尭胤） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑦ 3′19″67 花 巻 東 （鎌田将太朗・菅野嗣・小野寺裕哉・鈴木慎太郎） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑧ 3′20″77 盛 岡 南 （佐々木幹斗・熊谷禄・田原悠・簗場丈） 06/18 東北高校 青　森
⑨ 3′21″49 花 巻 東 （菅野嗣・菊池俊哉・佐藤翔・新田夏樹） 06/19 東北高校 青　森
⑩ 3′22″29 久 慈 （皀海維・大向到・猪石直希・久慈悠太） 05/29 高校総体 北　上

（藤井大祐・小原祥馬・滝澤航大・郡司敦生）

（小原祥馬・熊谷禄・西在家亮・田原悠）

（佐々木幹斗・熊谷禄・國吉尭胤・種綿崚）

（深澤大輔・正木佑磨・小笠原陵真・畠山比呂）

（鎌田皇・新田夏樹・菅野嗣・菊池俊哉）

（鎌田皇・鎌田将太朗・菅野嗣・菊池俊哉）

（鎌田皇・小野寺裕哉・鎌田将太朗・菊池俊哉）

（小笠原翔・鎌田将太朗・菅野嗣・小野寺裕哉）

盛岡南　(菅野・種綿・櫻岡・佐々木)

（佐々木幹斗・熊谷禄・簗場丈・種綿崚）

盛岡南　(岩田・浦部・但馬・菅原)

（藤井大祐・國吉尭胤・田原悠・佐々木幹斗）

（藤井大祐・小原祥馬・滝澤航大・國吉尭胤）

（村松五壽・菊池俊哉・鎌田皇・新田夏樹）

（國吉尭胤・郡司敦生・滝澤航大・簗場丈）



走高跳 県高校記録 2ｍ13 吉田　正輝 （龍　澤） 国　体 福　岡 1990

🔶① 2ｍ13 高橋　佳五 （盛 岡 南3） 05/28 高校総体 北　上
② 1ｍ95 岡本　流聖 （盛岡第四2） 05/28 高校総体 北　上
③ 1ｍ93 佐藤　斗馬 （花 巻 東1） 10/01 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
④ 1ｍ91 菊田　　亮 （盛 岡 南2） 07/10 国体予選 北　上
⑤ 1ｍ86 高橋　瑠威 （花 巻 南2） 09/09 高校新人 金ケ崎
⑥ 1ｍ83 髙橋　　潤 （一関第一3） 05/28 高校総体 北　上
⑦ 1ｍ80 新里　優太 （盛岡第三2） 07/10 国体予選 北　上

1ｍ80 瀬川　皓太 （盛岡市立2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
1ｍ80 小原　翔矢 （花 巻 東1） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

⑩ 1ｍ79 大和　功児 （専大北上2） 05/27 高校総体 北　上

棒高跳 県高校記録 4ｍ91 佐々木 健太 （盛 岡 南） 県民体育大会 盛　岡 2001

① 4ｍ85 並岡　真生 （黒沢尻北3） 07/09 国体予選 北　上
② 4ｍ60 新田　峻介 （黒沢尻北2） 07/29 全国高校 岡　山
③ 4ｍ50 刈谷　春樹 （盛 岡 南2） 06/24 県選手権 北　上

4ｍ50 菊池　　佑 （黒沢尻工業3） 06/24 県選手権 北　上
⑤ 4ｍ10 高橋　聡平 （黒沢尻北1） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 4ｍ00 鈴木　隼斗 （黒沢尻工業3） 05/26 高校総体 北　上
⑦ 3ｍ90 滝川　聖也 （盛岡市立2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑧ 3ｍ80 西舘　陽真 （盛 岡 南2） 09/09 高校新人 金ケ崎

3ｍ80 山形　純平 （黒沢尻工業2） 09/09 高校新人 金ケ崎
⑩ 3ｍ70 佐藤　悠人 （水沢第一3） 07/09 国体予選 北　上

3ｍ70 細川　颯太 （盛岡市立1） 09/09 県新人戦 金ケ崎

走幅跳 県高校記録 7ｍ35 菊池　勝彦 （釜 石 南） 全国高校 雄　和 1984

① 7ｍ16 (1.8) 佐々木幹斗 （盛 岡 南2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
② 6ｍ98 (1.5) 佐々木元哉 （花 巻 北2） 09/10 高校新人 金ケ崎
③ 6ｍ96 (0.7) 松木　飛龍 （盛 岡 南3） 06/24 県選手権 北　上
④ 6ｍ89 (0.3) 菊池　俊哉 （花 巻 東3） 05/26 高校総体 北　上
⑤ 6ｍ87 (1.9) 千田　優真 （盛 岡 南1） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 6ｍ70 (1.5) 千葉　　樹 （千    厩2） 07/08 国体予選 北　上
⑦ 6ｍ65 (1.8) 松村　五壽 （花 巻 東3） 06/17 東北高校 青　森
⑧ 6ｍ60 (1.6) 鎌田　耕介 （大船渡東3） 05/26 高校総体 北　上
⑨ 6ｍ59 (1.0) 工藤　悠雅 （軽    米3） 07/08 国体予選 北　上
⑩ 6ｍ49 (1.7) 佐々木　翔 （福    岡1） 09/10 高校新人 金ケ崎

三段跳 県高校記録 15ｍ33 菊地　敬太 （黒沢尻北） 全国高校 北　上 1999

① 14ｍ43 (0.1) 岡崎　圭汰 （黒沢尻北3） 07/09 国体予選 北　上
② 14ｍ32 (0.0) 松村　五壽 （花 巻 東3） 07/09 国体予選 北　上
③ 14ｍ27 (-0.2) 佐々木元哉 （花 巻 北2） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
④ 14ｍ05 (-1.0) 千葉　　樹 （千    厩2） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑤ 13ｍ82 (0.2) 川畑　　樹 （大船渡東3） 06/25 県選手権 北　上
⑥ 13ｍ78 (0.4) 郷右近駿太 （盛岡第四2） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑦ 13ｍ74 (0.8) 金井　　琳 （盛岡第三3） 06/20 東北高校 青　森
⑧ 13ｍ69 (0.1) 工藤　悠雅 （軽    米3） 07/09 国体予選 北　上
⑨ 13ｍ64 (-0.8) 田鎖　　亘 （宮    古2） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑩ 13ｍ61 (0.2) 片岡　　竜 （盛岡市立3） 07/09 国体予選 北　上



砲丸投 県高校記録 16ｍ43 米沢 茂友樹 （福　岡） 東北高校 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ 2010
6㎏

① 14ｍ97 佐藤　文哉 （盛 岡 南2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
② 13ｍ93 畠山　大知 （水沢第一3） 06/18 東北高校 青　森
③ 13ｍ60 後藤　興大 （一関第一3） 06/18 東北高校 青　森

13ｍ60 湯澤　秀太 （盛岡工業1） 09/10 高校新人 金ケ崎
⑤ 12ｍ98 夏井　勇輝 （久　　慈1） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
⑥ 12ｍ63 佐々木佑太 （花北青雲3） 05/27 高校総体 北　上
⑦ 12ｍ48 長谷川　陸 （水沢第一2） 09/10 高校新人 金ケ崎
⑧ 12ｍ43 吉田　考志 （一関第二3） 05/27 高校総体 北　上
⑨ 12ｍ05 齊藤　結人 （盛岡農業3） 05/27 高校総体 北　上

12ｍ05 小島　雅貴 （大    東2） 05/27 高校総体 北　上

円盤投 県高校記録 52ｍ86 米沢 茂友樹 （福　岡） 日本ｼﾞｭﾆｱ 瑞　穂 2010
1.75㎏

① 41ｍ33 長谷川　陸 （水沢第一2） 09/11 高校新人 金ケ崎
② 41ｍ28 後藤　興大 （一関第一3） 04/10 みちのく春季 一　関
③ 39ｍ11 晝澤　剛志 （葛    巻2） 10/03 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ
④ 38ｍ92 梅木　健太 （黒沢尻工業3） 07/10 国体予選 北　上
⑤ 37ｍ60 畠山　大知 （水沢第一3） 05/08 春季陸上 盛　岡
⑥ 37ｍ25 昆野賢太朗 （黒沢尻工業2） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑦ 36ｍ82 湯澤　秀太 （盛岡工業1） 09/11 高校新人 金ケ崎
⑧ 36ｍ47 佐藤　大空 （水沢第一2） 05/29 高校総体 北　上
⑨ 35ｍ74 熊谷　　駿 （遠    野2） 07/10 国体予選 北　上
⑩ 35ｍ17 熊谷　翔太 （千    厩3） 06/20 東北高校 青　森

ハンマー投 県高校記録 60ｍ17 菅原　佑貴 （一関第一） 国　体 新　潟 2009
6.0㎏

① 54ｍ24 佐藤　大空 （水沢第一2） 09/09 高校新人 金ケ崎
② 52ｍ45 福田　竜也 （軽    米3） 07/08 国体予選 北　上
③ 50ｍ84 松浦　良太 （軽    米3） 07/08 国体予選 北　上
④ 50ｍ03 石川　優大 （水沢第一3） 06/17 東北高校 青　森
⑤ 49ｍ46 久慈　航暉 （盛岡工業3） 07/08 国体予選 北　上
⑥ 48ｍ88 昆野賢太朗 （黒沢尻工業2） 07/08 国体予選 北　上
⑦ 46ｍ49 朝倉　　大 （黒沢尻工業3） 05/07 春季陸上 盛　岡
⑧ 45ｍ04 高橋　佳祐 （専大北上3） 07/08 国体予選 北　上
⑨ 44ｍ59 佐藤　瑞綺 （水沢第一2） 09/09 高校新人 金ケ崎
⑩ 41ｍ57 川﨑　斗夜 （盛岡工業3） 05/26 高校総体 北　上

やり投 県高校記録 73ｍ28 長 沼　 元 （高  田） 国　体 紀三井寺 2015

① 62ｍ46 目時　　崚 （盛岡第四3） 06/19 東北高校 青　森
② 60ｍ06 紺野　　岬 （大船渡東2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｱｼﾞｱﾑ
③ 56ｍ21 長沼　　晴 （高    田2） 04/09 みちのく春季 一　関
④ 54ｍ19 小山　　燎 （水沢第一3） 05/28 高校総体 北　上
⑤ 53ｍ70 菊池　　翔 （花 巻 南2） 05/28 高校総体 北　上
⑥ 53ｍ45 柴田　　聖 （盛 岡 南2） 05/07 春季陸上 盛　岡
⑦ 52ｍ97 葛巻　祐海 （遠    野3） 05/28 高校総体 北　上
⑧ 52ｍ95 熊谷　尚典 （千    厩2） 05/28 高校総体 北　上
⑨ 49ｍ58 櫻小路蒼汰 （盛岡市立1） 09/10 高校新人 金ケ崎
⑩ 47ｍ98 渋谷　隆成 （盛岡市立1） 09/10 高校新人 金ケ崎



八種競技 県高校記録 5509 石川　周平 （花 巻 北） ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ･ﾃﾞｶｽﾛﾝ 知　多 2013

① 4840 瀬川　皓太 （盛岡市立2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

② 4626 久慈　悠太 （久    慈2） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

③ 4618 大和　功児 （専大北上2） 05/27 高校総体 北　上

④ 4591 小原　翔矢 （花 巻 東1） 10/02 東北新人 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

⑤ 4434 郷右近駿太 （盛岡第四2） 05/27 高校総体 北　上

⑥ 4320 那須　広登 （一関第二2） 09/10 高校新人 金ケ崎

⑦ 4266 野田　大聖 （盛 岡 南2） 05/27 高校総体 北　上

⑧ 4261 齋藤　圭太 （盛 岡 南2） 09/10 高校新人 金ケ崎

⑨ 4079 櫻小路蒼汰 （盛岡市立1） 09/10 高校新人 金ケ崎

⑩ 4028 倉田　夏樹 （花 巻 東2） 05/27 高校総体 北　上

3000m 県高校記録 8′32″60 中村　賢太 （不 来 方） 国　体 山形天童 1992

① 8′46″62 小倉　朝陽 （一関学院1） 07/09 国体予選 北　上
② 8′52″58 菊池　和哉 （水沢商業2） 09/18 仙台大学競技会 仙台大学
③ 8′59″94 及川　瑠音 （一関学院1） 07/09 国体予選 北　上
④ 9′00″56 松川　雅虎 （花 巻 東1） 07/09 国体予選 北　上
⑤ 9′01″88 菅田　和馬 （専大北上1） 07/09 国体予選 北　上
⑥ 9′02″32 古川　大翔 （盛大附属1） 07/09 国体予選 北　上
⑦ 9′02″93 齋藤　芳輝 （一関学院1） 07/09 国体予選 北　上
⑧ 9′03″15 杉山　星空 （盛岡中央3） 11/12 トラック記録会 日居城野
⑨ 9′08″75 堀内　郁哉 （花 巻 北1） 07/09 国体予選 北　上
⑩ 9′12″97 瀬川　元気 （専大北上1） 07/09 国体予選 北　上

10000m 県高校記録 30′15″24 熊谷　勝仁 （専大北上） 国　体 京都西京極 1988

★① 29′27″32 小原　拓未 （一関学院3） 11/12 日体大学長距離競技会 健志台
② 32′42″26 廣野　智也 （専大北上3） 06/25 県選手権 北　上
③ 33′56″45 千田　悠人 （水沢工業3） 06/25 県選手権 北　上
④ 34′24″02 吉田　拓郎 （盛岡第四2） 06/25 県選手権 北　上

砲丸投 県高校記録 14m77 佐藤　文哉 （盛 岡 南） 国　　体 紀三井寺 2015
5㎏

① 14ｍ57 湯澤　秀太 （盛岡工業1） 07/09 国体予選 北　上
② 12ｍ31 夏井　勇輝 （久    慈1） 07/09 国体予選 北　上
③ 12ｍ01 千葉　源大 （水沢第一1） 07/09 国体予選 北　上
④ 11ｍ32 及川　大成 （水沢第一1） 07/09 国体予選 北　上
⑤ 10ｍ80 佐々木航汰 （久    慈1） 07/09 国体予選 北　上
⑥ 10ｍ46 三井　理央 （盛岡工業1） 07/09 国体予選 北　上
⑦ 10ｍ16 細川　勇輝 （盛岡工業1） 07/09 国体予選 北　上
⑧ 9ｍ07 菊池　渉真 （遠    野1） 07/09 国体予選 北　上
⑨ 8ｍ80 高橋　徳也 （盛岡工業1） 07/09 国体予選 北　上
⑩ 8ｍ72 佐藤　知昭 （盛岡工業1） 07/09 国体予選 北　上

〔100ｍ-走幅跳-砲丸投-400ｍ-110ｍH-やり投-走高跳-1500ｍ〕

 〔11"73(0.7)-5m20(-0.3)-8m77-53"50-19"69(0.4)-49m58-1m58-5'15"00〕

 〔11"88(-0.2)-5m74(-0.1)-8m07-55"20-18"20(-1.0)-32m40-1m45-4'41"53〕

 〔11"83(0.2)-6m26(-0.3)-8m72-57"18-16"23(-0.1)-30m43-1m76-4'56"97〕

 〔12"29(0.0)-5m97(-0.5)-8m87-56"14-18"34(0.4)-43m78-1m73-4'50"55〕

 〔11"97(0.2)-5m90(-2.2)-8m68-54"27-17"45(-0.1)-37m48-1m50-4'47"10〕

 〔12"03(0.0)-6m07(2.1)-8m37-57"68-17"83(0.4)-45m77-1m67-5'02"79〕

 〔11"61(1.3)-6m40(0.7)-9m02-52"35-17"24(0.0)-37m72-1m80-4'42"59〕

 〔12"14(1.1)-6m05(0.5)-9m61-52"59-18"18(-0.4)-42m67-1m60-4'22"89〕

 〔11"65(1.1)-5m17(-1.5)-8m63-52"30-16"14(-0.3)-35m02-1m79-4'43"32〕

 〔11"97(-0.1)-6m01(0.6)-7m68-54"13-17"53(0.7)-44m52-1m80-4'43"48〕



砲丸投 県高校記録 14ｍ56 米沢 茂友樹 （福　岡） 県選手権 北　上 2010
7.260ｋｇ

① 12ｍ47 後藤　興大 （一関第一3） 06/23 県選手権 北　上
② 11ｍ44 佐藤　文哉 （盛 岡 南2） 06/23 県選手権 北　上
③ 11ｍ20 畠山　大知 （水沢第一3） 06/23 県選手権 北　上
④ 10ｍ59 小島　雅貴 （大    東2） 06/23 県選手権 北　上

円盤投 県高校記録 44ｍ90 米沢 茂友樹 （福　岡） 県選手権 北　上 2010
2.0㎏

① 35ｍ01 後藤　興大 （一関第一3） 06/24 県選手権 北　上
② 31ｍ36 吉田　考志 （一関第二3） 06/24 県選手権 北　上
③ 29ｍ87 熊谷　　駿 （遠    野2） 06/24 県選手権 北　上
④ 29ｍ01 梅木　健太 （黒沢尻工業2） 06/24 県選手権 北　上
⑤ 28ｍ53 熊谷　翔太 （千    厩3） 06/24 県選手権 北　上
⑥ 25ｍ53 畠中　啓之 （釜石商工3） 06/24 県選手権 北　上

ハンマー投 県高校記録 49ｍ68 夷森　和人 （盛岡工業） 東北総体 あづま 2001
7.260ｋｇ 加藤　　修 （水沢第一） 県種目別選手権 森山総合公園 2012

① 40ｍ96 昆野賢太朗 （黒沢尻工業2） 06/24 県選手権 盛　岡
② 39ｍ98 朝倉　　大 （黒沢尻工業3） 06/24 県選手権 盛　岡


