
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″61 (0.5) 國吉　尭胤 （盛 岡 南3） 06/17 東北高校 天　童

② 10″74 (-0.2) 佐々木皓雄 （大船渡東3） 07/07 県選手権 盛　岡

③ 10″76 (1.2) 正木　佑磨 （盛岡工業2） 09/09 県高校新人 北　上

④ 10″80 (1.2) 畠山　比呂 （盛岡工業2） 09/09 県高校新人 北　上

⑤ 10″84 (-0.2) 郡司　敦生 （盛 岡 南3） 07/07 県選手権 盛　岡

⑥ 10″89 (1.2) 藤井　大祐 （盛 岡 南2） 09/09 県高校新人 北　上

⑦ 10″97 (-1.5) 佐々木幹斗 （盛 岡 南3） 07/07 県選手権 盛　岡

⑧ 11″00 (1.2) 藤澤　　晟 （盛岡第三2） 09/09 県高校新人 北　上

11″00 (1.2) 川田雄一郎 （盛岡第一2） 09/09 県高校新人 北　上

⑩ 11″01 (0.0) 小原　祥馬 （盛 岡 南3） 07/22 国体予選 盛　岡

200m 県高校記録 21″29 佐々木 愛斗 （盛岡南） 東北高校 　　あづま 2015

① 21″57 （-0.6） 國吉　尭胤 （盛 岡 南3） 06/18 東北高校 天　童

② 21″77 （1.6） 郡司　敦生 （盛 岡 南3） 08/05 トラック記録会 日居城野

③ 21″94 （1.6） 菅野　　嗣 （花 巻 東3） 08/05 トラック記録会 日居城野

④ 21″95 （1.2） 滝澤　航大 （盛 岡 南3） 07/09 県選手権 盛　岡

⑤ 21″98 （1.2） 佐々木皓雄 （大船渡東3） 07/09 県選手権 盛　岡

⑥ 22″03 （-1.9） 藤井　大祐 （盛 岡 南2） 07/09 県選手権 盛　岡

22″03 （1.6） 正木　佑磨 （盛岡工業2） 08/05 トラック記録会 日居城野

⑧ 22″05 （1.8） 佐々木幹斗 （盛 岡 南3） 05/28 高校総体 北　上

⑨ 22″11 （1.6） 熊谷　　禄 （盛 岡 南3） 08/05 トラック記録会 日居城野

⑩ 22″48 （1.5） 西在家　亮 （盛 岡 南3） 08/05 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 カリ(コロンビア) 2015

① 48″21 菅野　　嗣 （花 巻 東3） 07/07 県選手権 盛　岡

② 48″72 村里　春樹 （盛 岡 南2） 07/07 県選手権 盛　岡

③ 48″80 田原　　悠 （盛 岡 南2） 07/07 県選手権 盛　岡

④ 49″18 熊谷　　禄 （盛 岡 南3） 06/16 東北高校 天　童

⑤ 49″62 鎌田将太朗 （花 巻 東2） 07/07 県選手権 盛　岡

⑥ 49″69 小原　祥馬 （盛 岡 南3） 08/05 トラック記録会 日居城野

⑦ 49″76 國吉　尭胤 （盛 岡 南3） 08/05 トラック記録会 日居城野

⑧ 49″97 佐々木柊哉 （一関高専2） 06/16 東北高校 NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

⑨ 49″99 小笠原陵真 （盛岡工業3） 07/07 県選手権 盛　岡

⑩ 50″27 西在家　亮 （盛 岡 南3） 07/07 県選手権 盛　岡

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

① 1′54″79 村里　春樹 （盛 岡 南2） 06/18 東北高校 天　童

② 1′55″07 池田　丈礼 （盛 岡 北3） 07/31 全国高校 天　童

③ 1′55″21 佐々木　塁 （盛岡第一1） 09/10 県高校新人 北　上

④ 1′55″52 深澤　柊也 （西 和 賀3） 06/18 東北高校 天　童

⑤ 1′56″74 川端　永遠 （宮古商業3） 06/18 東北高校 天　童

⑥ 1′56″78 古舘　光彦 （盛岡工業2） 07/08 県選手権 盛　岡

⑦ 1′57″11 川村　優太 （盛 岡 南3） 07/08 県選手権 盛　岡

⑧ 1′57″49 菅野　　悠 （専大北上3） 06/18 東北高校 天　童

⑨ 1′57″68 千田　洸斗 （北上翔南3） 05/27 高校総体 北　上

⑩ 1′58″71 佐々木柊哉 （一関高専2） 07/01 東北高専 鶴　岡
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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 3′52″04 佐々木　塁 （盛岡第一1） 09/08 県高校新人 北　上

② 3′56″33 及川　瑠音 （一関学院2） 09/08 県高校新人 北　上

③ 3′57″43 松川　雅虎 （花 巻 東2） 09/08 県高校新人 北　上

④ 3′58″70 小倉　朝陽 （一関学院2） 09/08 県高校新人 北　上

⑤ 3′59″89 菅田　和馬 （専大北上2） 09/08 県高校新人 北　上

⑥ 4′01″05 菅野　　悠 （専大北上3） 07/07 県選手権 盛　岡

⑦ 4′01″11 池田　丈礼 （盛 岡 北3） 05/25 高校総体 北　上

⑧ 4′01″22 山崎　洸真 （専大北上3） 05/25 高校総体 北　上

⑨ 4′01″65 澤田　大輝 （一関学院3） 05/25 高校総体 北　上
⑩ 4′02″21 佐々木玖弥 （盛岡市立2） 09/08 県高校新人 北　上

5000m 県高校記録 14′12″31 佐々木 聖和 （一関学院） 2015

① 14′17″77 及川　瑠音 （一関学院2） 12/03 日体大長競技会 健志台

② 14′26″06 小倉　朝陽 （一関学院2） 12/03 日体大長競技会 健志台

③ 14′35″49 中嶋　貴哉 （宮　　古3） 11/26 東海大長競技会 東海大

④ 14′44″82 下舘　真樹 （一関学院3） 09/24 大東大ナイター 大東文化大

⑤ 14′45″17 佐藤　　陸 （一関学院3） 12/03 日体大長競技会 健志台

⑥ 14′52″69 佐々木　塁 （盛岡第一1） 12/03 日体大長競技会 健志台

⑦ 14′55″24 加藤　希績 （専大北上3） 12/03 日体大長競技会 健志台

⑧ 14′56″10 東　　太陽 （一関学院3） 12/03 日体大長競技会 健志台

⑨ 14′56″52 八重樫尚輝 （専大北上3） 09/24 日体大長競技会 健志台

⑩ 14′58″47 佐々木詩音 （専大北上3） 11/12 日体大長競技会 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 15″00 （1.0） 鈴木　泰広 （花 巻 東3） 05/28 高校総体 北　上

15″00 （1.1） 石崎　浩大 （盛 岡 南2） 06/19 東北高校 天　童

③ 15″36 （0.4） 菊地琳太朗 （黒沢尻北1） 10/01 東北高校新人 北　上

④ 15″38 （1.1） 佐藤　秀繁 （一関第二3） 06/19 東北高校 天　童

⑤ 15″67 （1.0） 及川　貴史 （黒沢尻北3） 05/28 高校総体 北　上

⑥ 15″75 （1.6） 小原飛雄大 （黒沢尻北2） 09/10 県高校新人 北　上

⑦ 15″89 （-0.6） 髙橋　太星 （盛岡第一2） 06/19 東北高校 天　童

⑧ 15″97 （1.6） 後藤　公嘉 （水　　沢2） 09/10 県高校新人 北　上

⑧ 15″97 （-0.2） 野田　大聖 （盛 岡 南3） 07/31 全国高校 天　童

⑩ 16″02 （1.0） 藤　　樹輝 （花 巻 東1） 05/28 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 14″74 （-0.8） 石崎　浩大 （盛 岡 南2） 07/24 国体予選 盛　岡

② 14″81 （-0.8） 鈴木　泰広 （花 巻 東3） 07/24 国体予選 盛　岡

③ 15″10 （-0.8） 佐藤　秀繁 （一関第二3） 07/24 国体予選 盛　岡

④ 15″30 （-0.8） 髙橋　太星 （盛岡第一2） 07/24 国体予選 盛　岡

⑤ 15″38 （-0.8） 菊地琳太朗 （黒沢尻北1） 07/24 国体予選 盛　岡

⑥ 15″41 （-0.8） 藤　　樹輝 （花 巻 東1） 07/24 国体予選 盛　岡

⑦ 15″60 （0.2） 佐藤　隼人 （水沢第一1） 07/09 県選手権 盛　岡

⑧ 16″01 （0.2） 小原飛雄大 （黒沢尻北2） 07/09 県選手権 盛　岡

⑨ 16″22 （-1.0） 大和　功児 （専大北上3） 07/24 国体予選 盛　岡

⑩ 16″27 （-0.8） 鹿内　　葵 （盛岡第四2） 07/24 国体予選 盛　岡

400mH 県高校記録 51″75 田代　優仁 （盛岡第四） 東北高校 　　あづま 2015

① 54″30 倉田　夏希 （花 巻 東3） 06/18 東北高校 天　童

② 55″18 佐藤　秀繁 （一関第二3） 06/18 東北高校 天　童

③ 55″62 石崎　浩大 （盛 岡 南2） 09/30 東北高校新人 北　上

④ 55″79 川又　彰人 （盛岡第一3） 06/18 東北高校 天　童

⑤ 56″44 阿部　　響 （花北青雲3） 05/27 高校総体 北　上

⑥ 56″72 千葉　大雅 （水沢第一3） 05/27 高校総体 北　上

⑦ 56″76 小原飛雄大 （黒沢尻北2） 09/30 東北高校新人 北　上

⑧ 56″84 福浦　凌太 （盛 岡 南3） 05/27 高校総体 北　上

⑨ 56″98 滝澤美竜夢 （盛 岡 南1） 09/09 県高校新人 北　上

⑩ 57″29 熊谷　　禄 （盛 岡 南3） 10/28 秋季陸上 盛　岡

平成国際大学長競技会　鴻　巣



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′10″67 八重樫尚輝 （専大北上3） 08/01 全国高校 天　童

② 9′34″18 菊池　柚真 （専大北上3） 05/28 高校総体 北　上

③ 9′34″67 松舘　　快 （盛岡第三3） 05/28 高校総体 北　上

④ 9′36″87 千葉　隼也 （千　　厩3） 05/28 高校総体 北　上

⑤ 9′37″39 菊池　和哉 （水沢商業3） 05/28 高校総体 北　上

⑥ 9′38″36 中村　　舜 （花 巻 北2） 10/01 東北高校新人 北　上

⑦ 9′38″38 吉川　幸汰 （宮    古3） 05/28 高校総体 北　上

⑧ 9′45″94 小笠原悠輔 （盛岡工業3） 05/28 高校総体 北　上

⑨ 9′48″38 吉田　拓郎 （盛岡第四3） 05/28 高校総体 北　上

⑩ 9′49″39 紺野　颯志 （専大北上3） 07/07 県選手権 盛　岡　

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

① 23′11″88 菅原　拓巳 （一関工業3） 05/06 春季陸上 盛　岡

② 23′30″80 柴田　　葉 （花巻北高3） 05/06 春季陸上 盛　岡

③ 23′48″17 川村　亮太 （花巻北高2） 10/01 東北高校新人 北　上

④ 24′15″95 高橋　弦士 （盛岡南高3） 03/19 森山スプリングウオーク 金ヶ崎

⑤ 24′37″32 佐々木　翼 （一関工高1） 10/01 東北高校新人 北　上

⑥ 24′44″33 及川　達也 （盛岡中央3） 03/19 森山スプリングウオーク 金ヶ崎

⑦ 24′45″64 宮森　祐太 （盛 岡 南3） 03/19 森山スプリングウオーク 金ヶ崎

⑧ 24′52″48 引屋敷　俊 （盛岡市立1） 10/28 秋季陸上 盛　岡

⑨ 25′20″00 金野  健太 （一関工業1） 10/28 秋季陸上 盛　岡

⑩ 25′33″77 髙橋　広夢 （花 巻 南1） 10/01 東北高校新人 北　上

4×100mR 県高校記録 40″87

全国高校 北　上 2011

① 41″20 盛 岡 南 06/16 東北高校 天　童

② 41″29 盛 岡 南 （藤井大祐・國吉尭胤・滝澤航大・郡司敦生） 08/19 東北総体 秋田中央

③ 41″48 盛 岡 南 （國吉尭胤・郡司敦生・藤井大祐・佐々木幹斗） 05/06 春季陸上 盛　岡

④ 41″57 盛 岡 南 （藤井大祐・郡司敦生・滝澤航大・佐々木幹斗） 07/08 県選手権 盛　岡

⑤ 41″91 盛 岡 工 業 （藤澤大輔・正木佑磨・小笠原陵真・畠山比呂） 06/16 東北高校 天　童

⑥ 42″04 盛 岡 南 （下村侑輝・藤井大祐・田原悠・千田優真） 08/05 トラック記録会 日居城野

⑦ 42″43 盛 岡 第 三 （新田倖大・工藤滉也・山口知己・藤澤晟） 06/16 東北高校 天　童

⑧ 42″44 花 巻 東 （小笠原翔・鎌田将太朗・菅野嗣・小野寺裕哉） 05/26 高校総体 北　上

⑨ 42″53 盛 岡 工 業 （藤澤大輔・正木佑磨・畠山比呂・佐々木和美） 05/25 高校総体 北　上

42″53 盛 岡 第 一 （千葉喬介・髙橋太星・川田雄一郎・齋藤幹央） 06/16 東北高校 天　童

42″53 盛 岡 工 業 （朽木優真・畠山比呂・正木佑磨・藤原佑太） 09/09 県高校新人 北　上

4×400mR 県高校記録 3′10″66

全国高校 紀三井寺 2015

① 3′12″13 盛 岡 南 08/02 全国高校 天　童

② 3′14″30 盛 岡 南 08/20 東北総体 秋田中央

③ 3′17″47 盛 岡 南 07/09 県選手権 盛　岡

④ 3′18″44 盛 岡 南 （田原悠・熊谷禄・櫻田俊・西在家亮） 06/17 東北高校 天　童

⑤ 3′19″07 盛 岡 南 （佐々木幹斗・熊谷禄・西在家亮・田原悠） 06/18 東北高校 天　童

⑥ 3′20″70 盛 岡 南 （田原悠・熊谷禄・西在家亮・村里春樹） 05/07 春季陸上 盛　岡

⑦ 3′22″40 花 巻 東 （小笠原翔・鎌田将太朗・小野寺裕哉・菅野嗣） 06/17 東北高校 天　童

⑧ 3′22″67 盛 岡 南 （佐々木幹斗・郡司敦生・藤井大祐・國吉尭胤） 05/07 春季陸上 盛　岡

⑨ 3′22″90 一 関 工 業 （石川大輔・髙橋隆史・伊東尚哉・千田葵） 06/17 東北高校 天　童

⑩ 3′23″07 花 巻 東 （鎌田将太朗・倉田夏希・佐々木遼馬・菅野嗣） 05/28 高校総体 北　上

（小原祥馬・熊谷禄・田原悠・村里春樹）

（田原悠・熊谷禄・佐々木幹斗・刈谷春樹）

（小原祥馬・國吉尭胤・滝澤航大・郡司敦生）

（田原悠・熊谷禄・佐々木幹斗・村里春樹）

 盛岡南　(岩田啓孝・浦部恭平・但馬尚樹・菅原拓也)

 盛岡南　(菅野海成・種綿　峻・櫻岡流星・佐々木愛斗)



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

高橋　佳五 （盛岡南） 高校総体 北　上 2016

① 1ｍ95 岡本　流聖 （盛岡第四3） 07/07 県選手権 盛　岡

② 1ｍ94 菊田　　亮 （盛 岡 南3） 06/18 東北高校 天　童

③ 1ｍ91 佐藤　斗馬 （花 巻 東2） 06/18 東北高校 天　童

④ 1ｍ90 那須　広登 （一関第二3） 06/18 東北高校 天　童

④ 1ｍ90 畑　　　昴 （盛岡市立1） 07/07 県選手権 盛　岡

⑥ 1ｍ86 野呂　拓翔 （水沢第一2） 09/08 県高校新人 北　上

⑦ 1ｍ84 加藤　尚也 （盛 岡 南1） 09/29 東北高校新人 北　上

⑧ 1ｍ83 佐竹　雅希 （専大北上1） 05/27 高校総体 北　上

1ｍ83 新里　優太 （盛岡第三3） 05/27 高校総体 北　上

1ｍ83 阿部　紘也 （盛岡市立1） 09/08 県高校新人 北　上

1ｍ83 中塚　智士 （久 慈 東2） 09/08 県高校新人 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 4ｍ80 刈谷　春樹 （盛 岡 南3） 06/16 東北高校 天　童

② 4ｍ70 新田　峻介 （黒沢尻北3） 07/08 県選手権 盛　岡

③ 4ｍ30 細川　颯太 （盛岡市立2） 09/08 県高校新人 北　上

④ 4ｍ20 西舘　陽真 （盛 岡 南3） 07/08 県選手権 盛　岡

⑤ 4ｍ00 滝川　聖也 （盛岡市立3） 05/25 高校総体 北　上

4ｍ00 柴田　誉巳 （盛岡市立1） 09/08 県高校新人 北　上

4ｍ00 髙橋　聡平 （黒沢尻北2） 10/28 秋季陸上 盛　岡

⑧ 3ｍ90 山形　純平 （黒沢尻工業3） 05/25 高校総体 北　上

3ｍ90 畠山翔太郎 （黒沢尻工業3） 07/08 県選手権 盛　岡

3ｍ90 佐藤　祐樹 （黒沢尻工業2） 09/08 県高校新人 北　上

走幅跳 県高校記録 7ｍ35 菊池　勝彦 （釜 石 南） 1984

① 7ｍ25 (-0.3) 佐々木幹斗 （盛 岡 南3） 05/25 高校総体 北　上

② 7ｍ13 (1.6) 千田　優真 （盛 岡 南2） 07/08 県選手権 盛　岡

③ 6ｍ98 (1.0) 千葉　　樹 （千    厩3） 09/24 森山カーニバル 金ヶ崎

④ 6ｍ92 (2.0) 伊藤　千洸 （盛 岡 南1） 10/09 国体 松　山

⑤ 6ｍ80 (0.5) 髙橋　　優 （高　　田3） 07/22 国体予選 盛　岡

⑥ 6ｍ77 (-0.5) 佐々木　翔 （福    岡2） 05/25 高校総体 北　上

6ｍ77 (0.7) 野田　大聖 （盛 岡 南3） 07/08 県選手権 盛　岡

⑧ 6ｍ73 (0.0) 一條　　諒 （宮古商業2） 07/08 県選手権 盛　岡

⑨ 6ｍ66 (0.0) 小野寺晟矢 （一関第二3） 07/22 国体予選 盛　岡

⑩ 6ｍ54 (0.5) 長尾　　遼 （一関第一1） 10/29 秋季陸上 盛　岡

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

① 15ｍ29 (1.2) 千葉　　樹 （千    厩3） 10/28 秋季陸上 盛　岡

② 14ｍ30 (0.6) 伊藤　千洸 （盛 岡 南1） 10/28 秋季陸上 盛　岡

③ 14ｍ06 (-1.5) 田鎖　　亘 （宮    古3） 05/28 高校総体 北　上

④ 13ｍ88 (-1.3) 齋藤　圭太 （盛 岡 南3） 05/28 高校総体 北　上

13ｍ88 (1.3) 植野　諒豪 （盛岡市立1） 10/01 東北高校新人 北　上

⑥ 13ｍ79 (1.5) 佐藤　永宙 （盛岡市立1） 09/10 県高校新人 北　上

⑦ 13ｍ71 (1.4) 阿部　慶吾 （一関第一2） 09/10 県高校新人 北　上

⑧ 13ｍ70 (-1.3) 郷右近駿太 （盛岡第四3） 06/19 東北高校 天　童

⑨ 13ｍ57 (-1.4) 菊地　元紀 （盛 岡 南3） 05/28 高校総体 北　上

⑩ 13ｍ55 (1.6) 渋谷　隆成 （盛岡市立2） 10/01 東北高校新人 北　上

全国高校　　  　 秋田中央



砲丸投 県高校記録 16ｍ43 米沢 茂友樹 （福　岡） 東北高校 天　童 2010

6㎏

① 15ｍ76 夏井　勇輝 （久　　慈2） 10/28 秋季陸上 盛　岡

② 15ｍ02 佐藤　文哉 （盛 岡 南3） 06/17 東北高校 天　童

③ 14ｍ97 湯澤　秀太 （盛岡工業2） 09/09 県高校新人 北　上

④ 13ｍ93 馬場　北斗 （水沢第一1） 09/09 県高校新人 北　上

⑤ 12ｍ83 小島　雅貴 （大　　東3） 05/26 高校総体 北　上

⑥ 12ｍ76 宮崎　剛瑠 （盛 岡 南1） 09/09 県高校新人 北　上

⑦ 12ｍ71 菅野　海人 （高　　田3） 05/26 高校総体 北　上

⑧ 12ｍ62 佐藤　大空 （水沢第一3） 04/08 みちのく春季 一　関

⑨ 12ｍ42 長谷川　陸 （水沢第一3） 05/26 高校総体 北　上

⑩ 12ｍ20 晝澤　剛志 （葛　　巻3） 05/26 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 44ｍ92 長谷川　陸 （水沢第一3） 08/02 全国高校 天　童

② 44ｍ61 湯澤　秀太 （盛岡工業2） 10/01 東北高校新人 北　上

③ 43ｍ29 佐藤　大空 （水沢第一3） 05/28 高校総体 北　上

④ 40ｍ80 晝澤　剛志 （葛    巻3） 05/28 高校総体 北　上

⑤ 40ｍ73 菅原　裕斗 （一関第二3） 04/09 みちのく春季 一　関

⑥ 38ｍ28 藤澤　義矢 （盛岡工業2） 08/11 北上ﾌｨｰﾙﾄﾞ 北　上

⑦ 36ｍ85 夏井　勇輝 （久　　慈2） 05/28 高校総体 北　上

⑧ 36ｍ75 昆野賢太朗 （黒沢尻工業3） 05/07 春季陸上 盛　岡

⑨ 35ｍ89 梅木　健太 （黒沢尻工業3） 04/09 東北学連春季競技会 仙　台

⑩ 33ｍ20 及川　大成 （水沢第一2） 09/10 県高校新人 北　上

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 56ｍ36 佐藤　大空 （水沢第一3） 06/16 東北高校 天　童

② 54ｍ80 昆野賢太朗 （黒沢尻工業3） 05/25 高校総体 北　上

③ 49ｍ87 湯澤　秀太 （盛岡工業2） 10/29 秋季陸上 盛　岡

④ 48ｍ26 髙橋　和真 （水沢工業3） 07/23 国体予選 盛　岡

⑤ 47ｍ27 三井　理央 （盛岡工業2） 09/29 東北高校新人 北　上

⑥ 46ｍ18 佐藤　瑞綺 （水沢第一3） 05/06 春季陸上 盛　岡

⑦ 45ｍ60 千葉　源太 （水沢第一2） 09/29 東北高校新人 北　上

⑧ 43ｍ37 遠藤　楓我 （盛岡工業2） 07/08 県選手権 盛　岡

⑨ 38ｍ84 神山　卓也 （軽　　米3） 05/25 高校総体 北　上

⑩ 38ｍ50 佐藤　慶一 （黒沢尻工業3） 05/25 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 65ｍ99 紺野　　岬 （大船渡東3） 05/27 高校総体 北　上

② 63ｍ82 長沼　　晴 （高    田3） 08/20 東北総体 秋　田

③ 57ｍ87 柴田　　聖 （盛 岡 南3） 07/09 県選手権 盛　岡

④ 55ｍ32 及川　大成 （水沢第一2） 06/18 東北高校 天　童

⑤ 55ｍ29 熊谷　尚典 （千    厩3） 06/18 東北高校 天　童

⑥ 54ｍ27 小島　雅貴 （大　　東3） 07/09 県選手権 盛　岡

⑦ 54ｍ24 近江　　翔 （千    厩2） 09/08 県高校新人 北　上

⑧ 52ｍ93 釜石　裕人 （盛岡市立3） 05/27 高校総体 北　上

⑨ 52ｍ46 渋谷　隆成 （盛岡市立2） 09/08 県高校新人 北　上

⑩ 52ｍ30 櫻小路蒼汰 （盛岡市立2） 09/08 県高校新人 北　上



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 5167 野田　大聖 （盛 岡 南3） 06/17 東北高校 天　童

② 5058 櫻小路蒼汰 （盛岡市立2） 09/30 東北高校新人 北　上

③ 4888 久慈　悠太 （久    慈3） 06/17 東北高校 天　童

④ 4853 小原　翔矢 （花 巻 東2） 09/09 県高校新人 北　上

⑤ 4670 那須　広登 （一関第二3） 05/26 高校総体 北　上

⑥ 4390 藤　　樹輝 （花 巻 東1） 05/26 高校総体 北　上

⑦ 4230 小川　龍輝 （盛 岡 南2） 09/09 県高校新人 北　上

⑧ 4208 小宮　柊祐 （一関第二2） 09/09 県高校新人 北　上

⑨ 4152 吹切　亮介 （種　　市2） 09/09 県高校新人 北　上

⑩ 4128 耕野　天晴 （盛 岡 南2） 05/26 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′26″33 佐々木  塁 （盛岡第一1） 10/09 国　体 松山

② 8′41″18 及川　瑠音 （一関学院2） 03/24 国士館大競技会 国士館大

③ 8′50″45 澤田　大輝 （一関学院3） 03/24 国士館大競技会 国士館大

④ 8′55″44 佐藤　　陸 （一関学院3） 03/24 国士館大競技会 国士館大

⑤ 8′56″15 菅原　　立 （一関学院3） 03/24 国士館大競技会 国士館大

⑥ 8′57″71 佐々木玖弥 （盛岡市立2） 11/11 トラック記録会 日居城野

⑦ 8′58″33 十文字優一 （専大北上1） 07/24 国体予選 盛　岡

⑧ 9′02″31 本舘　航平 （一関学院3） 03/24 国士館大競技会 国士館大

⑨ 9′02″35 澤野　祐希 （盛岡第一1） 07/24 国体予選 盛　岡

⑩ 9′09″75 坂本　将也 （専大北上1） 07/24 国体予選 盛　岡

10000m 県高校記録 29′27″32 小原　拓未 （一関学院） 2016

① 33′24″28 堀内　郁哉 （花 巻 北2） 08/19 東北総体 秋　田

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 15ｍ74 馬場　北斗 （水沢第一1） 10/08 国体 松　山

② 13ｍ96 宮崎　剛瑠 （盛 岡 南1） 07/23 国体予選 盛　岡

③ 11ｍ35 中里　　保 （岩　　泉1） 07/23 国体予選 盛　岡

④ 11ｍ17 畠山　瑞基 （葛　　巻1） 07/23 国体予選 盛　岡

⑤ 11ｍ13 矢嶋　暖人 （金 ケ 崎1） 07/23 国体予選 盛　岡

⑥ 10ｍ61 菅原　靖弘 （専大北上1） 07/23 国体予選 盛　岡

⑦ 10ｍ44 佐藤　圭斗 （水沢第一1） 05/26 高校総体 北　上

⑧ 9ｍ57 戸田　眞人 （軽　　米1） 07/23 国体予選 盛　岡

⑨ 9ｍ10 杉浦　世夏 （盛岡工業1） 07/23 国体予選 盛　岡

⑩ 8ｍ86 小笠原　叶 （盛岡工業1） 07/23 国体予選 盛　岡

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

 〔11"78(1.7)-5m84(1.2)-8m82-54"29-17"53(0.5)-32m66-1m55-4'51"89〕

 〔12"19(1.7)-5m54(3.2)-8m36-54"14-17"71(1.1)-36m05-1m64-4'44"97〕

 〔11"54(1.7)-6m28(0.9)-8m85-53"17-17"48(0.5)-44m60-1m79-4'42"06〕

 〔11"80(1.2)-6m11(1.1)-7m85-56"19-16"52(0.6)-37m58-1m70-5'00"99〕

 〔12"36(1.7)-5m38(1.1)-8m47-54"20-17"96(1.1)-41m50-1m50-4'35"81〕

 〔11"41(1.0)-6m55(-1.2)-9m31-52"40-15"67(2.6)-45m01-1m75-4'42"22〕

 〔11"81(0.9)-5m95(-0.9)-10m39-51"85-17"16(2.7)-42m54-1m66-4'24"03〕

 〔12"18(0.9)-5m81(0.6)-9m77-54"18-17"29(0.6)-42m06-1m88-4'46"22〕

 〔11"45(0.9)-5m26(0.2)-7m82-52"47-18"38(0.5)-27m45-1m50-4'31"94〕

日体大長競技会     健志台

 〔11"63(-1.0)-5m99(1.6)-10m57-51"36-16"69(-0.6)-51m89-1m75-4'50"26〕



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 12ｍ55 佐藤　文哉 （盛 岡 南3） 07/07 県選手権 盛　岡

② 11ｍ53 馬場　北斗 （水沢第一1） 07/07 県選手権 盛　岡

③ 11ｍ28 小島　雅貴 （大    東3） 07/07 県選手権 盛　岡

④ 9ｍ22 久慈　悠太 （久　　慈3） 10/28 秋季陸上 盛　岡

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 39ｍ28 長谷川　陸 （水沢第一3） 08/11 北上ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技会 北　上

② 32ｍ10 菅原　裕斗 （一関第二3） 07/08 県選手権 盛　岡

③ 21ｍ84 久慈　悠太 （久　　慈3） 11/04 仙台大競技会 仙台大

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） 2012

① 44ｍ27 昆野賢太朗 （黒沢尻工業3） 07/08 県選手権 盛　岡

十種競技 県高校記録

① 5394 久慈　悠太 （久    慈3） 11/03 仙台大競技会 仙台大
〔11"97(+0.5)-6m06(-0.3)-9m06-1m65-52"33-17"24(+0.1)-21m84-2m50-47m73-4′23"00〕

 県種目別選手権  金ケ崎


