
トラック競技

順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 招集開始 招集完了

中 学 男 子 １００ｍ 決　勝

中 学 女 子 １００ｍ 決　勝

高校・一般男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ

高校・一般女子 １００ｍ 決　勝

中 学 男 子 １５００ｍ 決　勝

高校・一般男子 １５００ｍ 決　勝

中 学 男 子 １１０ｍＨ(9.14m-0.914m) 決　勝

高校・一般男子 １１０ｍＨ(9.14m-1.067m) 決　勝

中 学 女 子 １００ｍＨ(8.00m-0.762m) 決　勝

高校・一般女子 １００ｍＨ(8.50m-0.838m) 決　勝

高校・一般女子 １５００ｍ 決　勝

高校・一般男子 ４００ｍＨ(0.914m) 決　勝

高校・一般女子 ４００ｍＨ(0.762m) 決　勝

中 学 女 子 ４００ｍ 決　勝

高校・一般女子 ４００ｍ 決　勝

高校・一般男子 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ

中 学 男 子 ４００ｍ 決　勝

跳躍競技

順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 招集開始 招集完了

高校・一般男子 走高跳 決　勝

高校・一般女子 棒高跳 決　勝

高校・一般女子 走幅跳 決　勝

中 学 女 子 走幅跳 決　勝

高校・一般男子 棒高跳 決　勝

高校・一般男子 走幅跳 決　勝

中 学 男 子 走幅跳 決　勝

投てき競技

順序 競技開始 種別 競技名 ラウンド 組数 招集開始 招集完了

一 般 男 子 円盤投(2.000kg) 決　勝

高 校 男 子 円盤投(1.750kg) 決　勝

高校・一般女子 円盤投(1.000kg) 決　勝

中 学 女 子 円盤投(1.000kg) 決　勝

競　技　日　程

主　催　　一般財団法人岩手陸上競技協会
　　　　　宮古市陸上競技協会
後　援　　宮古市・宮古市教育委員会
　　　　　一般財団法人宮古市体育協会

２０１８
岩手ベイ・チャレンジ 2nd

期日：平成 30 年 ９ 月 ２ 日㈰
場所：宮古運動公園陸上競技場

リザルト



コンディション情報

大会総務 木村　剛 トラック審判長 佐々木茂
跳躍審判長 皆川和範 投てき審判長 濱田　肇
招集所審判長 中村　勝

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2018/09/02 10:00 曇 22.0 82.0 北北東 2.5

11:00 曇 22.0 82.0 北東 2.0
12:00 晴 23.0 79.0 北北東 3.4

測定場所
陸上競技場
陸上競技場
陸上競技場
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2018岩手ベイ・チャレンジ２nd 新・タイ記録一覧表

宮古運動公園陸上競技場

2018/09/02

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 9月2日 大会記録 男 高校・一般 400m ﾀｲﾑﾚｰｽ 2 1 50.30 田原　悠(3) 盛岡南(岩　手)

2 9月2日 大会タイ記録 女 高校・一般 棒高跳 決　勝 1 1 2m50 新田　奈菜子(2) 北上中(岩　手)

3 9月2日 大会記録 男 中学 110mH(0.914m) 決　勝 1 1 18.80 +1.4m/s 岩淵　勇樹(2) 水沢南中(岩　手)

4 9月2日 大会記録 男 中学 110mH(0.914m) 決　勝 1 2 19.85 +1.4m/s 藤　純輝(2) 水沢南中(岩　手)



2018岩手ベイ・チャレンジ２nd  

2018年9月2日(日)

【決勝一覧表】 宮古運動公園陸上競技場 

日付 種目

藤井　大祐(3) 11.03(+2.2) 田原　悠(3) 11.12(+2.8) 山本　悠生(1) 11.63(+2.2) 山本　雄太郎 11.67(+2.8) 佐々木　永遠(2) 11.77(+2.2) 西川　直哉(1) 12.02(+2.8) 小田島　史門(1) 12.66(+2.2) 佐々木　駿(1) 13.87(+2.8)
盛岡南 盛岡南 岩手大 JA岩手県中央会 宮古商 山田 釜石 山田
田原　悠(3) 50.30 藤井　大祐(3) 51.28 山本　雄太郎 52.79 佐々木　永遠(2) 58.04 三浦　伊織(2) 1:00.39 藤澤　和斗(1) 1:01.33
盛岡南 GR 盛岡南 JA岩手県中央会 宮古商 岩泉 宮古商
菊池　翔 4:15.94 佐々木　大空(3) 4:39.18 中島　佑太(1) 4:43.38 山崎　航輔(2) 4:47.48 岩田　道生(2) 4:50.23 小野　堅斗(1) 4:55.46 鈴木　生真(1) 4:55.54 本田　拓巳(2) 5:02.86
遠野AC 釜石 岩泉 宮古商 宮古商 山田 釜石 宮古商
佐藤　豊樹(2) 15.67
岩泉
中島　奨太(1) 1:09.39
岩泉
伊藤　太一(1) 1m75 佐藤　豊樹(2) 1m60 髙橋　巳博(2) 1m50 小川　智也(1) 1m45
岩手県立大 岩泉 宮古商 釜石
熊谷　真倫(4) 4m60 刈谷　春樹(1) 4m40 長山　拓馬 4m20
岩手大 岩手大 宮古市陸協
佐々木　元哉(1) 7m32(+6.3) 内田　梓文 7m19(+4.4) 佐藤　豊樹(2) 6m52(+5.1) 野崎　大地(2) 5m36(+6.0) 立花　友紀(1) 5m12(+4.4)
岩手大 公認記録なし 北上GAC 公認記録なし 岩泉 公認記録なし 宮古商 公認記録なし 宮古商 公認記録なし

藤井　克伸 29m90 箱石　公久 20m29
住田陸協 遠野AC
中里　保(2) 31m44
岩泉
三浦　愛斗(3) 12.11 三浦　優斗(3) 12.45 瀬川　光希(2) 12.47 岩淵　勇樹(2) 12.84 鈴木　琢磨(2) 13.14 佐藤　陽斗(1) 13.41
上野中 上野中 宮野目中 水沢南中 釜石中 水沢南中
齋藤　大(3) 55.19 三浦　愛斗(3) 59.67
遠野西中 上野中
齋藤　大(3) 4:24.29 熊谷　哲平(3) 4:33.42 上條　喜稔(2) 4:47.00
遠野西中 田野畑中 水沢南中
岩淵　勇樹(2) 18.80 藤　純輝(2) 19.85
水沢南中 GR 水沢南中 GR
佐藤　陽斗(1) 5m13(+4.3)
水沢南中 公認記録なし

佐藤　綺美(2) 13.52 福士　莉那(1) 13.52 山本　恵里 13.65 佐々木　愛梨(1) 13.98 大越　彩香(2) 14.68
釜石 CA 宮古商 八幡平市陸協 釜石 宮古商

山本　恵里 1:02.29 福士　莉那(1) 1:06.40 髙橋　奈那(1) 1:06.44
八幡平市陸協 宮古商 釜石
菊池　香好(2) 5:23.11
釜石
鈴木　彩菜(2) 18.71
宮古商
工藤メーガン　りせ(1) 1:23.44
岩泉
新田　奈菜子(2) 2m50 小笠原　鈴(2) 1m80
北上中 =GR 北上中
佐藤　綺美(2) 5m03(+2.8)
釜石 公認記録なし

久保尻　星華(1) 19m01
岩泉
菅原　さくら(3) 13.21 今野　文遥 13.63 大竹　理子(2) 13.76 阿部　乃媛瑠 14.77 藤井　まどか(1) 15.40
東山中 大船渡一中 石鳥谷中 釜石中 釜石中
菅原　さくら(3) 1:05.16
東山中
今野　文遥 16.80
大船渡一中
大竹　理子(2) 4m55(+3.2)
石鳥谷中 公認記録なし

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 CA:着差あり

9月2日 中学女子400m

9月2日
中学女子100mH(0.762m) 

風：+2.5

9月2日 中学女子走幅跳

9月2日 高校・一般女子走幅跳

9月2日
高校・一般女子円盤投

(1.000kg)

9月2日
中学女子100m 

風：+2.7

9月2日
高校・一般女子
100mH(0.838m) 

風：+2.4

9月2日
高校・一般女子
400mH(0.762m)

9月2日 高校・一般女子棒高跳

9月2日
高校・一般女子100m 

風：+2.1

9月2日 高校・一般女子400m

9月2日 高校・一般女子1500m

9月2日 中学男子1500m

9月2日
中学男子110mH(0.914m) 

風：+1.4

9月2日 中学男子走幅跳

9月2日 高校男子円盤投(1.750kg)

9月2日
中学男子100m 

風：+2.7

9月2日 中学男子400m

9月2日 高校・一般男子棒高跳

9月2日 高校・一般男子走幅跳

9月2日 一般男子円盤投(2.000kg)

9月2日
高校・一般男子
110mH(1.067m) 

風：+2.8

9月2日
高校・一般男子
400mH(0.914m)

9月2日 高校・一般男子走高跳

8位

9月2日 高校・一般男子100m

9月2日 高校・一般男子400m

9月2日 高校・一般男子1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



高校・一般男子100m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+2.8) 2組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾗ ﾕｳ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

1 4 259 田原　悠(3) 盛岡南 11.12 1 4 262 藤井　大祐(3) 盛岡南 11.03
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

2 5 720 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 11.67 2 6 803 山本　悠生(1) 岩手大 11.63
ﾆｼｶﾜ ﾅｵﾔ ｻｻｷ ﾄﾜ

3 3 882 西川　直哉(1) 山田 12.02 3 5 575 佐々木　永遠(2) 宮古商 11.77
ｻｻｷ ｼｭﾝ ｵﾀﾞｼﾏ ﾌﾐﾄ

4 7 881 佐々木　駿(1) 山田 13.87 4 7 628 小田島　史門(1) 釜石 12.66
ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ

6 253 石崎　浩大(3) 盛岡南 DNS 3 583 鈴木　康平(1) 東北学院大 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

1 262 藤井　大祐(3) 盛岡南 11.03 +2.2
ﾀﾊﾗ ﾕｳ

2 259 田原　悠(3) 盛岡南 11.12 +2.8
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

3 803 山本　悠生(1) 岩手大 11.63 +2.2
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

4 720 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 11.67 +2.8
ｻｻｷ ﾄﾜ

5 575 佐々木　永遠(2) 宮古商 11.77 +2.2
ﾆｼｶﾜ ﾅｵﾔ

6 882 西川　直哉(1) 山田 12.02 +2.8
ｵﾀﾞｼﾏ ﾌﾐﾄ

7 628 小田島　史門(1) 釜石 12.66 +2.2
ｻｻｷ ｼｭﾝ

8 881 佐々木　駿(1) 山田 13.87 +2.8

凡例  DNS:欠場



高校・一般男子400m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            51.18     山本　雄太郎(岩手・JA岩手県中央会)    2018/08/05 9月2日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾊﾗ ﾕｳ

1 3 262 藤井　大祐(3) 盛岡南 51.28 1 6 259 田原　悠(3) 盛岡南 50.30 GR
ｻｻｷ ﾄﾜ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

2 6 575 佐々木　永遠(2) 宮古商 58.04 2 7 720 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 52.79
ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄ ﾐｳﾗ ｲｵﾘ

3 5 912 藤澤　和斗(1) 宮古商 1:01.33 3 5 42 三浦　伊織(2) 岩泉 1:00.39
ﾑﾗｻﾄ ﾊﾙｷ ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ

4 263 村里　春樹(3) 盛岡南 DNS 4 583 鈴木　康平(1) 東北学院大 DNS
ﾌﾅｺｼ ﾀｶﾔ

7 847 船越　敬也 宮古ＡＣ DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾗ ﾕｳ GR
1 259 田原　悠(3) 盛岡南 50.30

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ

2 262 藤井　大祐(3) 盛岡南 51.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

3 720 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 52.79
ｻｻｷ ﾄﾜ

4 575 佐々木　永遠(2) 宮古商 58.04
ﾐｳﾗ ｲｵﾘ

5 42 三浦　伊織(2) 岩泉 1:00.39
ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾄ

6 912 藤澤　和斗(1) 宮古商 1:01.33

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校・一般男子1500m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 10:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｸﾁ ｼｮｳ

1 12 323 菊池　翔 遠野AC 4:15.94
ｻｻｷ ｿﾗ

2 5 514 佐々木　大空(3) 釜石 4:39.18
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

3 8 885 中島　佑太(1) 岩泉 4:43.38
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｽｹ

4 9 579 山崎　航輔(2) 宮古商 4:47.48
ｲﾜﾀ ﾄﾞｳｾｲ

5 13 574 岩田　道生(2) 宮古商 4:50.23
ｵﾉ ｹﾝﾄ

6 3 880 小野　堅斗(1) 山田 4:55.46
ｽｽﾞｷ ｲｸﾏ

7 1 515 鈴木　生真(1) 釜石 4:55.54
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 2 578 本田　拓巳(2) 宮古商 5:02.86
ｶﾐﾊﾅﾜ ﾅｵｷ

9 11 908 上花輪　直輝(1) 宮古商 5:05.65
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾌｳ

10 4 910 関口　伽風(1) 宮古商 5:12.29
ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ

11 6 883 阿部　秀也(1) 岩泉 5:21.92
ﾑﾗｻﾄ ﾊﾙｷ

7 263 村里　春樹(3) 盛岡南 DNS
ﾜｶﾏﾂ ﾐｽﾞｷ

10 354 若松　瑞樹 遠野AC DNS
ﾌﾅｺｼ ﾀｶﾔ

14 847 船越　敬也 宮古ＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



高校・一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            14.45     田代　優仁(岩手・岩手大)              2018/08/05 9月2日 11:00 決　勝

決　勝　

(風:+2.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾄﾖｷ

1 7 39 佐藤　豊樹(2) 岩泉 15.67
ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ

5 513 小川　智也(1) 釜石 DQ,T6

ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ

6 253 石崎　浩大(3) 盛岡南 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T6:(R168-7)ハードルを越えなかった



高校・一般男子400mH(0.914m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 11:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ

1 6 884 中島　奨太(1) 岩泉 1:09.39



高校・一般男子走高跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

9月2日 10:00 決　勝

決　勝　

ｲﾄｳ ﾀｲﾁ － － － － － － ○ －

1 3 685 伊藤　太一(1) 岩手県立大 ○ × × ○ × × × 1m75
ｻﾄｳ ﾄﾖｷ － － － － － － ○ × × ×

2 5 39 佐藤　豊樹(2) 岩泉 1m60
ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ － － － － × × ○ × × ×

3 2 576 髙橋　巳博(2) 宮古商 1m50
ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 1 513 小川　智也(1) 釜石 1m45
ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｽｹ r

4 552 長岡　圭祐 宮古市陸協 NM

1m55 1m60 1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35

1m75

1m40

1m78

1m45 1m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

1m70

凡例  NM:記録なし



高校・一般男子棒高跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            4m90      熊谷　真倫(岩手・岩手大)              2018/08/05 9月2日 12:00 決　勝

決　勝　

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾘﾝ － － － － － － ○ × × ×

1 4 562 熊谷　真倫(4) 岩手大 4m60
ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ － － － － × × ○ － × × ×

2 3 613 刈谷　春樹(1) 岩手大 4m40
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｸﾏ － × × ○ × × ○ × × ×

3 2 556 長山　拓馬 宮古市陸協 4m20
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ × × ×

1 568 田中　英和(4) 岩手大 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m80 4m80

記録 ｺﾒﾝﾄ
4m00 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60

凡例  NM:記録なし



高校・一般男子走幅跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

9月2日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾓﾄﾔ 6m78 7m32 7m31 7m32
1 5 693 佐々木　元哉(1) 岩手大 +5.7 +6.3 +5.4 +6.3

ｳﾁﾀﾞ ｼﾓﾝ 7m06 × 7m19 7m19
2 6 191 内田　梓文 北上GAC +5.0 +4.4 +4.4

ｻﾄｳ ﾄﾖｷ 6m52 6m48 6m27 6m52
3 7 39 佐藤　豊樹(2) 岩泉 +5.1 +5.1 +4.6 +5.1

ﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 5m06 5m27 5m36 5m36
4 4 577 野崎　大地(2) 宮古商 +4.7 +6.2 +6.0 +6.0

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 5m09 5m01 5m12 5m12
5 1 911 立花　友紀(1) 宮古商 +6.0 +6.2 +4.4 +4.4

ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｽｹ

2 552 長岡　圭祐 宮古市陸協 DNS
ﾌﾅｺｼ ﾀｶﾔ

3 847 船越　敬也 宮古ＡＣ DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：濱田　肇

記録主任：在原敏司

9月2日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾉﾌﾞ

1 2 773 藤井　克伸 住田陸協 25m76 29m90 29m77 29m90 29m90

ﾊｺｲｼ ｷﾐﾋｻ

2 1 348 箱石　公久 遠野AC 18m28 20m29 18m24 20m29 20m29



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：濱田　肇

記録主任：在原敏司

9月2日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾄ ﾀﾓﾂ

1 1 41 中里　保(2) 岩泉 31m44 24m03 30m08 31m44 31m44



中学男子100m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            12.39     瀬川　蓮汰(岩手・豊間根中)            2018/08/05 9月2日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾏﾅﾄ

1 6 1277 三浦　愛斗(3) 上野中 12.11
ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ

2 3 1278 三浦　優斗(3) 上野中 12.45
ｾｶﾞﾜ ﾐﾂｷ

3 8 1389 瀬川　光希(2) 宮野目中 12.47
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｼﾞｭ

4 4 946 岩淵　勇樹(2) 水沢南中 12.84
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

5 7 1095 鈴木　琢磨(2) 釜石中 13.14
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ

6 2 1427 佐藤　陽斗(1) 水沢南中 13.41
ｻﾄｳ ﾐｷﾄ

1 1317 佐藤　海輝人(1) 釜石中 DNS
ﾄｷﾑﾗ ｹﾝﾀ

5 1283 時村　健太(1) 一戸中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ

1 5 577 齋藤　大(3) 遠野西中 55.19
ﾐｳﾗ ﾏﾅﾄ

2 3 1277 三浦　愛斗(3) 上野中 59.67
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾘ

4 948 上條　喜稔(2) 水沢南中 DNS
ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ

6 1278 三浦　優斗(3) 上野中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 10:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ

1 2 577 齋藤　大(3) 遠野西中 4:24.29
ｸﾏｶﾞｲ ﾃｯﾍﾟｲ

2 3 361 熊谷　哲平(3) 田野畑中 4:33.42
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｼﾉﾘ

3 1 948 上條　喜稔(2) 水沢南中 4:47.00



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            20.90     佐々木　丈輝(岩手・豊間根中)          2015/08/05 9月2日 10:55 決　勝

決　勝　

(風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｼﾞｭ

1 6 946 岩淵　勇樹(2) 水沢南中 18.80 GR
ﾌｼﾞ ｱﾂｷ

2 5 960 藤　純輝(2) 水沢南中 19.85 GR

凡例  GR:大会記録



中学男子走幅跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

9月2日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 5m13 × × 5m13
1 1 1427 佐藤　陽斗(1) 水沢南中 +4.3 +4.3



高校・一般女子100m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 10:15 決　勝

決　勝　

(風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｱﾔﾐ

1 3 635 佐藤　綺美(2) 釜石 13.52 CA
ﾌｸｼ ﾘﾅ

2 5 703 福士　莉那(1) 宮古商 13.52
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ

3 4 13 山本　恵里 八幡平市陸協 13.65
ｻｻｷ ｱｲﾘ

4 2 634 佐々木　愛梨(1) 釜石 13.98
ｵｵｺｼ ｱﾔｶ

5 7 470 大越　彩香(2) 宮古商 14.68
ﾉﾅｶ ｼｴﾙ

6 472 野中　虹(2) 宮古商 DNS

凡例  DNS:欠場 CA:着差あり



高校・一般女子400m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            1:01.64   山本　恵里(岩手・八幡平市陸協)        2018/08/05 9月2日 12:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ

1 4 13 山本　恵里 八幡平市陸協 1:02.29
ﾌｸｼ ﾘﾅ

2 5 703 福士　莉那(1) 宮古商 1:06.40
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

3 6 424 髙橋　奈那(1) 釜石 1:06.44



高校・一般女子1500m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 11:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｸﾁ ｺｺﾉ

1 1 633 菊池　香好(2) 釜石 5:23.11



高校・一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            19.65     千田　愛梨(岩手・釜石商工)            2018/08/05 9月2日 11:15 決　勝

決　勝　

(風:+2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ

1 6 471 鈴木　彩菜(2) 宮古商 18.71



高校・一般女子400mH(0.762m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 11:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾄﾞｳﾒｰｶﾞﾝ ﾘｾ

1 6 675 工藤メーガン　りせ(1) 岩泉 1:23.44



高校・一般女子棒高跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            2m50      新田　奈菜子(岩手・北上中)            2018/08/05 9月2日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾆｯﾀ ﾅﾅｺ － － － － ○ × × ×

1 2 356 新田　奈菜子(2) 北上中 2m50 =GR
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾝ × ○ × × ×

2 1 353 小笠原　鈴(2) 北上中 1m80

ｺﾒﾝﾄ
2m00 2m20 2m40 2m50 2m70

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m80

凡例  =GR:大会タイ記録



高校・一般女子走幅跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

9月2日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 4m92 4m80 5m03 5m03
1 3 635 佐藤　綺美(2) 釜石 +3.5 +2.7 +2.8 +2.8

ﾐｳﾗ ﾏｵ

1 473 三浦　万桜(2) 宮古商 DNS
ﾉﾅｶ ｼｴﾙ

2 472 野中　虹(2) 宮古商 DNS

凡例  DNS:欠場



高校・一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：濱田　肇

記録主任：在原敏司

9月2日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞｼﾞﾘ ｾｲｶ

1 1 676 久保尻　星華(1) 岩泉 18m72 19m01 16m68 19m01 19m01



中学女子100m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 10:05 決　勝

決　勝　

(風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞﾜﾗ ｻｸﾗ

1 5 1029 菅原　さくら(3) 東山中 13.21
ｺﾝﾉ ｱﾔｶ

2 4 874 今野　文遥 大船渡一中 13.63
ｵｵﾀｹ ﾘｺ

3 3 471 大竹　理子(2) 石鳥谷中 13.76
ｱﾍﾞ ﾉｴﾙ

4 7 929 阿部　乃媛瑠 釜石中 14.77
ﾌｼﾞｲ ﾏﾄﾞｶ

5 6 1173 藤井　まどか(1) 釜石中 15.40



中学女子400m
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

9月2日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞﾜﾗ ｻｸﾗ

1 6 1029 菅原　さくら(3) 東山中 1:05.16



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：佐々木茂

記録主任：在原敏司

大会記録(GR)            16.92     岩本　萌香(岩手・磐井中)              2018/08/05 9月2日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾉ ｱﾔｶ

1 6 874 今野　文遥 大船渡一中 16.80



中学女子走幅跳
審 判 長：皆川和範

記録主任：在原敏司

9月2日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｹ ﾘｺ 4m36 4m55 4m47 4m55
1 1 471 大竹　理子(2) 石鳥谷中 +2.9 +3.2 +2.9 +3.2


