
☆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( 0.4) 菊池　勝彦 （釜石南） 東北高校 開成山 1985

① 10″89 (-0.5) 髙杉　時史 （黒沢尻北1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

② 10″95 (1.3) 菊地琳太朗 （黒沢尻北2） 05/25 高校総体 北　上

③ 11″00 (1.3) 藤井　大祐 （盛 岡 南3） 05/25 高校総体 北　上

④ 11″02 (1.5) 渡部　　哲 （盛岡第一2） 09/09 高校新人 北　上

⑤ 11″05 (0.9) 藤澤　　晟 （盛岡第三3） 05/25 高校総体 北　上

11″05 (0.1) 正木　佑磨 （盛 岡 工3） 06/15 東北高校 北　上

⑦ 11″07 (1.5) 田河原篤史 （盛岡第四2） 09/09 高校新人 北　上

⑧ 11″08 (0.1) 下村　侑輝 （盛 岡 南3） 07/07 県選手権 北　上

⑨ 11″09 (1.5) 森　　翔星 （盛 岡 南2） 10/13 秋季陸上 盛　岡

⑩ 11″11 (0.0) 田原　　悠 （盛 岡 南3） 08/11 県民体育大会 盛　岡

11″11 (1.2) 市川　　凛 （花 巻 東2） 10/13 秋季陸上 盛　岡

200m 県高校記録 21″29( 0.7) 佐々木 愛斗 （盛岡南） 東北高校 あづま 2015

① 21″97 （1.4） 藤井　大祐 （盛 岡 南3） 09/16 仙台大競技会 仙台大

② 22″34 （1.2） 田原　　悠 （盛 岡 南3） 09/16 仙台大競技会 仙台大

③ 22″38 （-2.1） 髙杉　時史 （黒沢尻北1） 08/12 県民体育大会 盛　岡

④ 22″44 （0.0） 小笠原　翔 （花 巻 東3） 04/30 花巻トラック 日居城野

22″44 （-0.6） 鎌田将太朗 （花 巻 東3） 05/27 高校総体 北　上

⑥ 22″56 （0.2） 伊藤　千洸 （盛 岡 南2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑦ 22″59 （-0.6） 高橋　大智 （黒沢尻工業3） 05/27 高校総体 北　上

⑧ 22″62 （1.8） 下村　侑輝 （盛 岡 南3） 07/08 県選手権 北　上

⑨ 22″66 （0.1） 菊池　拓哉 （遠  　野3） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑩ 22″67 （-1.6） 柴田　誉巳 （盛岡市立2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

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″33 村里　春樹 （盛 岡 南3） 08/02 全国高校 伊　勢

② 48″75 田原　　悠 （盛 岡 南3） 08/02 全国高校 伊　勢

③ 49″24 佐々木柊哉 （一関高専3） 06/30 東北地区高専 仙　台

④ 49″65 鎌田将太朗 （花 巻 東3） 04/30 花巻トラック 日居城野

⑤ 49″82 菊池　拓哉 （遠　野2） 09/08 高校新人 北　上

⑥ 50″21 佐々木優里 （盛 岡 南1） 09/08 高校新人 北　上

⑦ 50″24 中山　稜太 （高　田2） 09/08 高校新人 北　上

⑧ 50″32 鈴木慎太郎 （花 巻 東3） 04/30 花巻トラック 日居城野

⑨ 50″50 藤井　大祐 （盛 岡 南3） 05/12 春季陸上 盛　岡

⑩ 51″13 松尾　栄太 （黒沢尻北2） 09/08 高校新人 北　上

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

① 1′53″23 佐々木　塁 （盛岡第一2） 10/05 国体 福　井

② 1′53″61 村里　春樹 （盛 岡 南3） 08/04 全国高校 伊　勢

③ 1′56″20 古舘　光彦 （盛 岡 工3） 06/16 東北高校 北　上

④ 1′56″86 生駒　隆児 （宮　古2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑤ 1′57″59 及川　佑樹 （高　田3） 06/16 東北高校 北　上

⑥ 1′58″46 吉田　海渡 （一関第一1） 05/26 高校総体 北　上

⑦ 1′58″61 金野　正祐 （高　田2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑧ 1′58″80 門田　徹矢 （盛 岡 南3） 05/26 高校総体 北　上

⑨ 1′59″23 小倉　朝陽 （一関学院3） 04/30 花巻トラック 日居城野

⑩ 1′59″25 畑村　恵太 （盛岡市立2） 09/30 東北高校新人 秋田中央

2018 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 3′52″23 佐々木　塁 （盛岡第一2） 04/29 東海大長競技会 東海大

② 3′56″41 及川　瑠音 （一関学院3） 04/30 花巻トラック 日居城野

③ 3′57″58 小倉　朝陽 （一関学院3） 04/30 花巻トラック 日居城野

④ 3′59″14 松川　雅虎 （花 巻 東3） 05/24 高校総体 北　上

⑤ 4′00″98 佐々木玖弥 （盛岡市立3） 05/24 高校総体 北　上

⑥ 4′02″22 菅田　和馬 （専大北上3） 05/24 高校総体 北　上

⑦ 4′02″85 十文字優一 （専大北上2） 09/08 高校新人 北　上

⑧ 4′04″29 大堰　　徳 （盛 岡 南1） 09/08 高校新人 北　上

⑨ 4′04″81 沢野　祐希 （盛岡第一2） 09/28 東北高校新人 秋田中央
⑩ 4′05″46 齋藤　芳輝 （一関学院3） 05/24 高校総体 北　上

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

① 14′18″49 小倉　朝陽 （一関学院3） 06/15 東北高校 北　上

② 14′18″90 及川　瑠音 （一関学院3） 06/15 東北高校 北　上

③ 14′34″40 佐々木　塁 （盛岡第一2） 11/25 東海大長競技会 東海大

④ 14′38″27 十文字優一 （専大北上2） 12/02 日体大長競技会 健志台

⑤ 14′42″71 松川　雅虎 （花 巻 東3） 12/02 日体大長競技会 健志台

⑥ 15′03″16 佐藤　友治 （一関学院2） 09/09 高校新人 北　上

⑦ 15′07″22 武田　和馬 （一関学院1） 11/25 東海大長競技会 東海大

⑧ 15′09″23 古川　大翔 （盛大付属3） 09/29 プレミアムゲームズイン酒田 酒　田

⑨ 15′09″72 佐々木玖弥 （盛岡市立3） 06/15 東北高校 北　上

⑩ 15′10″03 齋藤　芳輝 （一関学院3） 12/02 日体大長競技会 健志台

110mH 県高校記録 14″12( 0.0) 石川　周平 （花巻北） 日本ｼﾞｭﾆｱ 瑞　穂 2013

① 14″64 （1.0） 石崎　浩大 （盛 岡 南3） 05/27 高校総体 北　上

② 14″81 （-0.7） 菊地琳太朗 （黒沢尻北2） 09/30 東北高校新人 秋田中央

③ 15″25 （1.0） 小原飛雄大 （黒沢尻北3） 05/27 高校総体 北　上

④ 15″58 （-0.4） 藤　　樹輝 （花 巻 東2） 05/27 高校総体 北　上

⑤ 15″65 （0.1） 伊藤　千洸 （盛 岡 南2） 10/13 秋季陸上 盛　岡

⑥ 15″71 （0.3） 佐藤　豊樹 （岩　泉2） 10/13 秋季陸上 盛　岡

⑦ 15″72 （-0.7） 柏葉　聡太 （盛 岡 南1） 09/30 東北高校新人 秋田中央

⑧ 15″82 （-0.9） 高林　　大 （盛 岡 南1） 05/27 高校総体 北　上

⑨ 16″01 （1.0） 佐藤　隼人 （水沢第一2） 05/27 高校総体 北　上

⑩ 16″03 （0.1） 鹿内　　葵 （盛岡第四3） 05/27 高校総体 北　上

110mJH 県高校記録 13″84( 0.3) 田代　優仁 （盛岡第四） 日本ユース 瑞　穂 2014

① 14″17 （-0.2） 菊地琳太朗 （黒沢尻北2） 10/19 U18日本選手権 瑞　穂

② 14″36 （2.0） 石崎　浩大 （盛 岡 南3） 10/07 国体 福　井

③ 15″04 （-0.2） 藤　　樹輝 （花 巻 東2） 07/06 県選手権 北　上

④ 15″07 （-0.2） 小原飛雄大 （黒沢尻北3） 07/06 県選手権 北　上

⑤ 15″42 （0.7） 高林　　大 （盛 岡 南1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑥ 15″59 （-0.2） 柏葉　聡太 （盛 岡 南1） 07/06 県選手権 北　上

⑦ 15″70 （-0.5） 佐藤　豊樹 （岩　泉2） 07/06 県選手権 北　上

⑧ 15″77 （0.2） 佐藤　祐介 （水沢商業2） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑨ 15″99 （0.6） 佐藤　海李 （一関第二2） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑩ 16″05 （0.6） 滝澤美竜夢 （盛 岡 南2） 08/11 県民体育大会 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″64 小原飛雄大 （黒沢尻北3） 05/26 高校総体 北　上

② 55″09 鈴木慎太郎 （花 巻 東3） 05/26 高校総体 北　上

③ 55″39 石崎　浩大 （盛 岡 南3） 05/26 高校総体 北　上

④ 55″45 滝澤美竜夢 （盛 岡 南2） 05/26 高校総体 北　上

⑤ 56″25 及川　竜一 （一関高専3） 05/26 高校総体 北　上

56″25 芳賀　悠矢 （盛岡第四3） 05/26 高校総体 北　上

⑦ 56″29 田原　　悠 （盛 岡 南3） 05/26 高校総体 北　上

⑧ 56″31 中村　郁哉 （盛岡中央3） 05/26 高校総体 北　上

⑨ 56″94 菊地琳太朗 （黒沢尻北2） 09/29 東北高校新人 秋田中央

⑩ 57″36 菊池　拓哉 （遠　野2） 09/29 東北高校新人 秋田中央

平成国際大長競技会 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′22″57 瀬川　元気 （専大北上3） 05/27 高校総体 北　上

② 9′22″98 小野寺　陸 （水沢工業2） 09/30 東北高校新人 秋田中央

③ 9′26″39 中村　　舜 （花 巻 北3） 06/17 東北高校 北　上

④ 9′32″30 古川　大翔 （盛大付属3） 07/08 県選手権 北　上

⑤ 9′36″05 八重樫尚輝 （専大北上3+） 03/24 平成国際大学長競技会 鴻　巣

⑥ 9′37″79 松川　雅虎 （花 巻 東3） 06/16 東北高校 北　上

⑦ 9′38″64 大崎　朋哉 （黒沢尻工2） 09/30 東北高校新人 秋田中央

⑧ 9′39″97 菊地　　暖 （大船渡東3） 06/16 東北高校 北　上

⑨ 9′41″75 大堰　　徳 （盛 岡 南1） 09/10 県高校新人 北　上

⑩ 9′51″17 前川　弘樹 （宮古3） 05/27 高校総体 北　上

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

① 22′33″60 佐々木　翼 （一関工業2） 05/12 春季陸上 盛　岡

② 22′54″26 引屋敷　俊 （盛岡市立2） 09/30 東北高校新人 秋田中央

③ 22′55″34 川村　亮太 （花 巻 北3） 06/15 東北高校 北　上

④ 23′02″75 金野　健太 （一関工業2） 07/06 県選手権 北　上

⑤ 23′26″79 髙橋　広夢 （花 巻 南2） 09/10 高校新人 北　上

⑥ 23′30″50 大藤　俊介 （盛 岡 北2） 09/10 高校新人 北　上

⑦ 23′54″11 堀田　将吾 （黒沢尻工2） 09/10 高校新人 北　上

⑧ 24′17″37 花輪　大輔 （花 巻 北1） 09/10 高校新人 北　上

⑨ 24′23″58 寺田　恒大 （黒沢尻北2） 09/10 高校新人 北　上

⑩ 24′30″19 小野慎太郎 （盛岡第三2） 09/10 高校新人 北　上

4×100mR 県高校記録 40″87

全国高校 北　上 2011

① 42″21 花 巻 東 06/15 東北高校 北　上

② 42″27 盛 岡 南 （石崎浩大・下村侑輝・藤井大祐・田原悠） 05/25 高校総体 北　上

③ 42″30 花 巻 東 （市川凜・鎌田将太朗・小笠原翔・種市昂星） 05/25 高校総体 北　上

④ 42″46 黒 沢 尻 北 （千葉晃誠・菊地琳太朗・髙杉時史・小原飛雄太） 05/25 高校総体 北　上

⑤ 42″52 黒 沢 尻 北 （千葉晃誠・菊地琳太朗・新田隼大・髙杉時史） 10/13 秋季陸上 盛　岡

⑤ 42″58 花 巻 東 （種市昂星・鎌田将太朗・小笠原翔・小原翔矢） 04/30 花巻トラック 日居城野

⑦ 42″90 盛 岡 第 四 （田河原篤・平坂誠至・阿部朔太・伊藤輝星） 05/25 高校総体 北　上

42″90 盛 岡 南 （柏葉聡太・小原寛燿・森翔星・伊藤千洸） 09/28 東北高校新人 秋田中央

⑨ 42″95 花 巻 東 （市川凜・藤澤勇斗・小笠原翔・種市昂星） 05/24 高校総体 北　上

⑩ 42″96 花 巻 東 （藤澤勇斗・鎌田将太朗・小笠原翔・小原翔矢） 05/12 春季陸上 盛　岡

4×400mR 県高校記録 3′10″66

全国高校 紀三井寺 2015

① 3′17″46 盛 岡 南 08/05 全国高校 伊　勢

② 3′17″51 盛 岡 南 06/17 東北高校 北　上

③ 3′18″53 盛 岡 南 08/26 東北総体 宮城スタジアム

④ 3′20″57 盛 岡 南 07/08 県選手権 北　上

⑤ 3′21″90 盛 岡 南 05/13 春季陸上 盛　岡

⑥ 3′22″32 黒 沢 尻 北 08/25 東北総体 宮城スタジアム

⑦ 3′23″38 花 巻 東 05/27 高校総体 北　上

⑧ 3′23″60 盛 岡 第 四 06/16 東北高校 北　上

⑨ 3′23″65 盛 岡 市 立 07/08 県選手権 北　上

⑩ 3′23″66 一 関 高 専 08/18 全国高専 熊　本

（市川凜・鎌田将太朗・小笠原翔・藤澤勇斗）

（田原悠・櫻田俊・藤井大祐・村里春樹）

（佐々木優里・櫻田俊・滝澤美竜夢・村里春樹）

（櫻田俊・佐々木優里・藤井大祐・田原悠）

（鈴木慎太郎・佐々木遼馬・小原翔矢・鎌田将太朗）

（松尾栄太・菊地琳太朗・田口博敏・髙杉時史）

（田河原篤・阿部朔太・菅原颯大・平坂誠至）

（柴田誉巳・阿部紘也・細川颯太・畑村恵太）

（山中崚矢・及川竜一・高橋龍也・佐々木柊哉）

　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   崚・櫻岡流星・佐々木愛斗

（田原悠・櫻田俊・佐々木優里・村里春樹）

（田原悠・佐々木優里・滝澤美竜夢・櫻田俊）



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 1ｍ92 中山　侑也 （盛 岡 南1） 05/26 高校総体 北　上

② 1ｍ91 阿部　紘也 （盛岡市立2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

1ｍ91 伊藤　正樹 （花巻農業2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

④ 1ｍ89 佐藤　斗馬 （花 巻 東3） 05/26 高校総体 北　上

⑤ 1ｍ88 畑　　　昴 （盛岡市立2） 05/13 春季陸上 盛　岡

1ｍ88 熊谷　歩希 （盛岡市立1） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑦ 1ｍ86 加藤　尚也 （盛 岡 南2） 09/08 高校新人 北　上

⑧ 1ｍ84 小原　翔矢 （花 巻 東3） 06/15 東北高校 北　上

⑨ 1ｍ83 中塚　智士 （久 慈 東3） 05/26 高校総体 北　上

1ｍ83 野呂　拓翔 （水沢第一3） 05/26 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 4ｍ20 髙橋　聡平 （黒沢尻北3） 05/24 高校総体 北　上

② 4ｍ10 細川　颯太 （盛岡市立3） 05/24 高校総体 北　上

4ｍ10 柴田　誉巳 （盛岡市立2） 06/14 東北高校 北　上

④ 4ｍ00 佐藤　佑樹 （黒沢尻工業3） 05/24 高校総体 北　上

4ｍ00 一ノ倉諒太 （盛 岡 南3） 06/14 東北高校 北　上

4ｍ00 織田　春樹 （黒沢尻工業3） 06/14 東北高校 北　上

4ｍ00 佐藤　聖哉 （黒沢尻工業1） 09/08 高校新人 北　上

⑧ 3ｍ70 小野寺将哉 （黒沢尻工業2） 05/24 高校総体 北　上

3ｍ70 藤田　和樹 （黒沢尻北2） 09/08 高校新人 北　上

⑩ 3ｍ50 大坪　航生 （盛 岡 南2） 05/24 高校総体 北　上

3ｍ50 工藤　郁弥 （盛 岡 南1） 09/08 高校新人 北　上

走幅跳 県高校記録 7ｍ35( 0.1) 菊池　勝彦 （釜 石 南） 全国高校 秋田中央 1984

① 7ｍ22 (1.1) 伊藤　千洸 （盛 岡 南2） 09/29 東北高校新人 秋田中央

② 7ｍ04 (1.6) 植野　諒豪 （盛岡市立2） 09/09 高校新人 北　上

③ 6ｍ89 (1.7) 千田　優真 （盛 岡 南3） 05/13 春季陸上 盛　岡

④ 6ｍ80 (-1.5) 吉田　龍平 （千　　厩3） 05/24 高校総体 北　上

⑤ 6ｍ69 (1.5) 阿部　朔太 （盛岡第四3） 06/14 東北高校 北　上

6ｍ69 (1.5) 千葉　晃誠 （黒沢尻北2） 09/09 高校新人 北　上

⑦ 6ｍ66 (1.7) 佐藤　永宙 （盛岡市立2） 09/09 高校新人 北　上

⑧ 6ｍ57 (0.5) 長尾　　遼 （一関第一2） 05/13 春季陸上 盛　岡

⑨ 6ｍ50 (1.5) 佐竹　雅希 （専大北上2） 05/24 高校総体 北　上

⑩ 6ｍ49 (1.3) 佐々木　翔 （福　　岡3） 07/06 県選手権 北　上

三段跳 県高校記録 15ｍ33( 1.0) 菊地　敬太 （黒沢尻北） 東北高校 北　上 1999

① 14ｍ89 (1.6) 伊藤　千洸 （盛 岡 南2） 10/20 U18日本選手権 瑞　穂

② 14ｍ77 (1.6) 植野　諒豪 （盛岡市立2） 10/08 国体 福　井

③ 13ｍ95 (0.9) 佐藤　永宙 （盛岡市立2） 06/17 東北高校 北　上

④ 13ｍ84 (-1.3) 吉田　龍平 （千　　厩3） 05/27 高校総体 北　上

⑤ 13ｍ78 (0.1) 渋谷　隆成 （盛岡市立3） 05/27 高校総体 北　上

⑥ 13ｍ48 (0.6) 千葉　晃誠 （黒沢尻北2） 05/27 高校総体 北　上

⑦ 13ｍ25 (-1.8) 野村　大輔 （盛岡工業3） 05/27 高校総体 北　上

⑧ 13ｍ23 (-0.1) 安藤  　諒 （一関高専3） 05/27 高校総体 北　上

⑨ 13ｍ18 (0.6) 阿部　慶吾 （一関第一3） 05/12 春季陸上 盛　岡

13ｍ18 (0.5) 千葉　雄平 （花北青雲3） 05/27 高校総体 北　上



砲丸投 県高校記録 16ｍ43 米沢 茂友樹 （福　岡） 東北高校 天　童 2010
(6.000kg)

★① 16ｍ88 夏井　勇輝 （久　　慈3） 10/13 秋季陸上 盛　岡

② 15ｍ38 宮崎　剛瑠 （盛 岡 南2） 10/21 U18日本選手権 瑞　穂

③ 15ｍ10 馬場　北斗 （水沢第一2） 10/21 U18日本選手権 瑞　穂

④ 14ｍ73 湯澤　秀太 （盛岡工業3） 05/25 高校総体 北　上

⑤ 13ｍ43 三田地駿太郎 （盛 岡 南1） 09/29 東北高校新人 秋田中央

⑥ 13ｍ04 細川　勇輝 （盛岡工業3） 06/15 東北高校 北　上

⑦ 12ｍ47 押野　聖太 （盛岡工業1） 09/29 東北高校新人 秋田中央

⑧ 12ｍ08 千葉　源大 （水沢第一3） 05/25 高校総体 北　上

⑨ 12ｍ06 及川　大成 （水沢第一3） 05/25 高校総体 北　上

⑩ 11ｍ83 中里　　保 （岩　　泉2） 05/12 春季陸上 盛　岡

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
(1.750kg)

① 46ｍ98 湯澤　秀太 （盛岡工業3） 08/03 全国高校 伊　勢

② 41ｍ57 藤澤　義矢 （盛岡工業3） 06/17 東北高校 北　上

③ 40ｍ34 馬場　北斗 （水沢第一2） 07/21 くりこま高原 栗　原

④ 37ｍ87 小笠原　叶 （盛岡工業2） 09/10 高校新人 北　上

⑤ 37ｍ82 及川　大成 （水沢第一3） 05/27 高校総体 北　上

⑥ 36ｍ31 宮崎　剛瑠 （盛 岡 南2） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑦ 36ｍ17 畠山　瑞基 （葛　　巻2） 08/18 北上フィールド 北　上

⑧ 35ｍ48 千葉　源大 （水沢第一3） 05/27 高校総体 北　上

⑨ 35ｍ35 夏井　勇輝 （久　　慈3） 05/13 春季陸上 盛　岡

⑩ 32ｍ86 大森　元希 （一関高専1） 06/30 東北地区高専 仙　台

ハンマー投 県高校記録 60ｍ17 菅原　佑貴 （一関第一） 国　体 新　潟 2009
(6.000kg)

① 54ｍ15 湯澤　秀太 （盛岡工業3） 10/14 秋季陸上 盛　岡

② 52ｍ83 千葉　源大 （水沢第一3） 05/24 高校総体 北　上

③ 50ｍ21 三井　理央 （盛岡工業3） 05/12 春季陸上 盛　岡

④ 50ｍ14 藤澤　　蒼 （盛岡工業2） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑤ 43ｍ63 馬場　北斗 （水沢第一2） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑥ 43ｍ21 福山優葵良 （黒沢尻工業3） 06/14 東北高校 北　上

⑦ 39ｍ72 佐藤　圭斗 （水沢第一2） 09/28 東北高校新人 秋田中央

⑧ 39ｍ47 吉田　翔太 （水沢第一2） 09/08 高校新人 北　上

⑨ 38ｍ74 菊地　星馬 （盛岡農業1） 10/14 秋季陸上 盛　岡

⑩ 38ｍ08 戸田　真人 （軽　　米2） 10/14 秋季陸上 盛　岡

やり投 県高校記録 73ｍ28 長 沼　 元 （高  田） 国　体 紀三井寺 2015
(800g)

① 61ｍ73 吉田　翔太 （水沢第一2） 10/19 U18日本選手権 瑞　穂

② 57ｍ06 渋谷　隆成 （盛岡市立3） 05/26 高校総体 北　上

③ 56ｍ40 近江　　翔 （千    厩3） 06/16 東北高校 北　上

④ 55ｍ49 及川　大成 （水沢第一3） 05/26 高校総体 北　上

⑤ 53ｍ06 細川　勇輝 （盛岡工業3） 05/26 高校総体 北　上

⑥ 52ｍ32 櫻小路蒼汰 （盛岡市立3） 09/16 仙台大競技会 仙台大

⑦ 50ｍ13 菅原　大地 （千    厩2） 09/08 高校新人 北　上

⑧ 49ｍ36 赤坂　　心 （高　　田3） 05/26 高校総体 北　上

⑨ 48ｍ16 千葉　洸也 （千    厩3） 04/07 みちのく春季 一　関

⑩ 47ｍ16 関村　義明 （盛岡工業3） 07/07 県選手権 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 5073 小原　翔矢 （花 巻 東3） 06/15 東北高校 北　上

 〔11"34(3.4)-6m12(0.8)-9m06-51"91-16"35(-0.5)-43m34-1m84-4'41"68〕

② 4755 藤　　樹輝 （花 巻 東2） 09/09 高校新人 北　上

③ 4639 佐藤　豊樹 （岩　　泉2） 09/28 東北新人 秋田中央

④ 4484 佐倉　暖弥 （盛岡市立2） 09/09 高校新人 北　上

⑤ 4382 小川　龍輝 （盛 岡 南3） 06/15 東北高校 北　上

⑥ 4360 佐竹　雅希 （専大北上2） 09/09 高校新人 北　上

⑦ 4279 高橋　範行 （花 巻 東2） 09/09 高校新人 北　上

 〔11"86(-1.1)-5m76(1.0)-7m30-54"52-16"80(2.6)-35m74-1m64-4'53"17〕

⑧ 4138 森谷　　怜 （黒沢尻工業3） 05/25 高校総体 北　上

 〔11"97(3.1)-5m53(2.2)-9m04-54"41-20"33(0.2)-41m48-1m61-4'39"53〕

⑨ 4062 菊池　渉真 （遠　　野3） 05/25 高校総体 北　上

 〔12"17(2.3)-5m87(1.7)-9m48-56"92-17"08(0.8)-32m36-1m67-5'22"38〕

⑩ 3916 吉田　航太郎 （盛 岡 南1） 09/09 高校新人 北　上

 〔11"84(-0.7)-5m94(2.0)-7m68-54"67-20"82(2.6)-40m62-1m50-4'57"70〕

3000m 県高校記録 8′26″33 佐々木　塁 （盛岡第一） 国　体 松　山 2017

★① 8′23″61 小倉　朝陽 （一関学院3） 11/25 東海大長競技会 東海大

② 8′28″75 及川　瑠音 （一関学院3） 11/25 東海大長競技会 東海大

③ 8′35″96 十文字優一 （専大北上2） 11/17 花巻トラック 日居城野

④ 8′42″01 松川　雅虎 （花 巻 東3） 11/17 花巻トラック 日居城野

⑤ 8′53″44 菅田　和馬 （専大北上3） 11/17 花巻トラック 日居城野

⑥ 8′58″29 大堰　　徳 （盛 岡 南1） 07/07 県選手権 北　上

⑦ 8′59″67 瀬川　元気 （専大北上3） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑧ 9′00″09 村田　涼輔 （専大北上3） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑨ 9′01″90 千田　隆真 （専大北上2） 08/12 県民体育大会 盛　岡

⑩ 9′03″26 及川　稜亮 （専大北上2） 11/17 花巻トラック 日居城野

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

① 32′51″21 齋藤　芳輝 （一関学院3） 11/24 平成国際大長競技会 鴻　巣

② 34′16″29 沢野　祐希 （盛岡第一2） 07/06 県選手権 北　上

③ 34′54″61 出雲　愛洸 （宮　　古2） 07/06 県選手権 北　上

④ 34′55″92 鷲見　太一 （盛岡市立2） 07/06 県選手権 北　上

砲丸投 県高校記録 15ｍ74 馬場　北斗 （水沢第一） 国　　体 松　山 2017
(5.000kg)

① 14ｍ37 三田地駿太郎 （盛 岡 南1） 10/05 国体 福　井

② 12ｍ89 押野　聖太 （盛岡工業1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

③ 12ｍ69 鎌田　優斗 （水沢第一1） 07/07 県選手権 北　上

④ 12ｍ42 山本晃太郎 （葛　　巻1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑤ 11ｍ13 笹原　優亮 （久　　慈1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑥ 10ｍ43 野場　大輝 （久　　慈1） 05/25 高校総体 北　上

⑦ 10ｍ12 伊藤　和真 （遠　　野1） 08/11 県民体育大会 盛　岡

⑧ 9ｍ63 中道　慶太 （久 慈 東1） 05/25 高校総体 北　上

⑨ 9ｍ60 佐々木源木 （スコーレ1） 05/25 高校総体 北　上

⑩ 9ｍ40 森　　雅和 （軽　　米1） 05/25 高校総体 北　上

 〔11"37(-0.7)-6m29(1.6)-8m32-53"78-15"66(2.0)-42m46-1m70-5'11"15〕

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

 〔12"11(-1.1)-5m96(0.7)-9m02-53"83-17"23(2.0)-38m73-1m70-4'47"28〕

 〔12"09(-0.7)-5m87(0.8)-8m25-54"00-17"79(2.6)-35m67-1m73-4'44"16〕

 〔11"94(-0.1)-6m27(-0.9)-8m92-53"40-15"99(-0.9)-32m54-1m69-4'46"70〕

 〔11"60(0.0)-5m45(2.1)-8m31-54"07-17"30(-1.8)-42m84-1m63-4'54"26〕

　日体大長競技会　健志台



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 12ｍ85 宮崎　剛瑠 （盛 岡 南2） 07/08 県選手権 北　上

② 9ｍ19 菅原　靖弘 （専大北上2） 07/08 県選手権 北　上

③ 7ｍ88 戸田　真人 （軽　　米2） 07/08 県選手権 北　上

④ 7ｍ63 小原　海鈴 （専大北上1） 07/08 県選手権 北　上

⑤ 7ｍ57 小森　陽太 （遠野緑峰1） 07/08 県選手権 北　上

⑥ 7ｍ43 岩渕　吏玖 （千　　厩2） 07/08 県選手権 北　上

⑦ 3ｍ86 君成田　知也 （軽　　米1） 07/08 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
(2.000kg)

① 39ｍ01 湯澤　秀太 （盛岡工業3） 08/25 東北総体 宮城スタジアム

② 26ｍ53 中里　　保 （岩　　泉2） 07/08 県選手権 北　上

③ 24ｍ48 茂木　斗蒼 （盛岡工業2） 07/08 県選手権 北　上

④ 22ｍ61 斉藤　　諒 （西 和 賀2） 07/08 県選手権 北　上

⑤ 21ｍ22 六角　泰雅 （葛　　巻1） 07/08 県選手権 北　上

⑥ 20ｍ40 伊藤　誠規 （黒沢尻工業1） 07/08 県選手権 北　上

⑦ 20ｍ20 伊藤　　史 （一関第二2） 07/08 県選手権 北　上

⑧ 19ｍ63 福島　航太 （盛岡工業3） 07/08 県選手権 北　上

⑨ 19ｍ54 山本晃太郎 （葛　　巻1） 07/08 県選手権 北　上

⑩ 18ｍ93 矢嶋　暖人 （金 ケ 崎2） 07/08 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 金ケ崎 2012

① 46ｍ78 湯澤　秀太 （盛岡工業3） 08/25 東北総体 宮城スタジアム

② 20ｍ38 一条　僚佑 （軽　　米1） 07/06 県選手権 北　上


