
第３８回 

東北地区聾学校体育大会 
 

 

 

【期  日】  平成３０年７月１１日（水）１２日（木） 

                            

【会  場】  北上総合運動公園北上陸上競技場（陸上競技） 

                北上総合体育館（卓球競技） 

 

【主  催】  東北地区聾学校体育連盟 

 

【共  催】  岩手県教育委員会 

 

【後  援】  北上市教育委員会 

東北地区聾学校長会 

公益財団法人岩手県体育協会 

公益財団法人北上市体育協会 

一般社団法人岩手県障がい者スポーツ協会 

        岩手県特別支援学校連絡協議会 

岩手県高等学校体育連盟  

岩手県中学校体育連盟 

一般財団法人岩手陸上競技協会 

岩手県卓球協会 

一般社団法人岩手県聴覚障害者協会 

 

【主  管】  岩手県立盛岡聴覚支援学校（第３８回東北地区聾学校体育大会実行委員会） 
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 主　催:東北地区聾学校体育連盟 岩手県 岩手県教育委員会 岩手陸上競技協会
 主　管:東北地区聾学校体育連盟 岩手大会実行委員会
 競技場:北上市運動公園陸上競技場

 グラウンド・コンディション
 日付  時刻  天候  気温  湿度  風向風速  場所名

 2018年 7月12日   9:30  雨  22.2℃  86％  北北東 0.4m/s  北上陸上競技場
 10:00  雨  22.2℃  84％  北     0.2m/s  北上陸上競技場
 11:00  雨  23.5℃  82％  北     0.1m/s  北上陸上競技場
 12:00  雨  23.7℃  84％  東     0.1m/s  北上陸上競技場
 13:00  曇り  24.2℃  82％  東南東 0.5m/s  北上陸上競技場
 14:00  曇り  24.5℃  80％  北     0.1m/s  北上陸上競技場

 総務                                                         山崎　孝一

 審判長                                                       箱石　文夫

 記録主任                                                     髙橋　正美

 跳躍審判長                                                   宮川　　勲

 投てき審判長                                                 佐々木征男

 招集所審判長　　小野寺文朗                                  

 



第38回東北聾学校陸上競技大会 2014年9月26日(金)～27日(土)

新・タイ記録一覧表

北上市運動公園陸上競技場

No 日付

大
会
新
記
録

性別 種別 種目

ラ
ウ
ン
ド
／
組

順
位 記録 風力

氏名
チーム名

所属
メンバー 備考

1 7月12日 ○ 女子 　１部 ８００ｍ 決勝 1  2:47.16 松森　　玲奈(3) 盛岡聴覚支援        ・岩
2 7月12日 ○ 男子 　中学部 ２００ｍ 決勝 1 24.39 -1.0 長谷川　翔大(3) 宮城聴覚支援        ・宮

3 7月12日 ○ 男子 　中学部 ４×１００ｍ 決勝 1 47.81 宮城聴覚支援

猿橋　　璃綺(3) 
長谷川　翔大(3) 
阿部　　裕人(3) 
小原　　奏楽(2) 

4 7月12日 ○ 女子 　中学部 ４×１００ｍ 決勝 1 57.41 宮城聴覚支援

福岡　　珠里(3) 
奥田　　桂世(3) 
丹野　　衣莉(2) 
川﨑　あかり(2) 

合計 4
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第38回東北聾学校陸上競技大会 2014年9月26日(金)～27日(土)
決勝一覧表

北上市運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子　中学部 7/12 １００ｍ 長谷川　翔大(3) 12.19 猿橋　　璃綺(3) 12.67 山地　　　輝(3) 13.47 丹野　　創登(2) 14.09 中村　　輝月(3) 14.11 大志田　知緋(2) 14.40 安部　　遥斗(2) 14.41 畠山　　陽稀(2) 14.64

宮城聴覚支援･宮城 +1.0 宮城聴覚支援･宮城 +1.4 福島聴覚支援･福島 +1.0 福島聴覚支援･福島 +1.4 盛岡聴覚支援･岩手 +1.4 盛岡聴覚支援･岩手 +1.0 山形聾･山形 +1.0 秋田聴覚支援･秋田 +1.4 
男子　中学部 7/12 ２００ｍ 長谷川　翔大(3) 24.39 猿橋　　璃綺(3) 26.20 山地　　　輝(3) 27.64 安部　　遥斗(2) 30.08 大志田　知緋(2) 30.38 小関　　　司(1) 33.75 真野目　智士(2) 39.11

宮城聴覚支援･宮城 -1.0 NGR 宮城聴覚支援･宮城 -1.0 福島聴覚支援･福島 -1.0 山形聾･山形 -1.0 盛岡聴覚支援･岩手 -1.0 山形聾･山形 -1.0 福島聴覚支援･福島 -1.0 

男子　中学部 7/12 ４００ｍ 今野　　和幸(3)  1:05.25 丹野　　創登(2)  1:08.95 畑澤　　歩斗(1)  1:19.79 坂井　　　結(1)  1:21.12
宮城聴覚支援･宮城 福島聴覚支援･福島 八戸聾･青森 盛岡聴覚支援･岩手

男子　中学部 7/12 ８００ｍ 小原　　奏楽(2)  2:23.13
宮城聴覚支援･宮城

男子　中学部 7/12 １５００ｍ 小原　　奏楽(2)  5:14.20 鈴木　　励欧(3)  6:21.17 及川　　直輝(2)  6:35.98
宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城

男子　中学部 7/12 ３０００ｍ 及川　　直輝(2) 15:31.36
宮城聴覚支援･宮城

男子　中学部 7/12 ４×１００ｍ 宮城聴覚支援･ 47.81 福島聴覚支援･ 58.13 盛岡聴覚支援･ 59.36
  猿橋　　璃綺(3) NGR   石田　　勇真(2)   戸來　　優貴(1)
  長谷川　翔大(3)   丹野　　創登(2)   坂井　　　結(1)
  阿部　　裕人(3)   三村　　直輝(2)   大志田　知緋(2)
  小原　　奏楽(2)   山地　　　輝(3)   中村　　輝月(3)

男子　中学部 7/12 走高跳 阿部　　裕人(3) 1m33
宮城聴覚支援･宮城

男子　中学部 7/12 走幅跳 今野　　和幸(3) 4m44 中村　　輝月(3) 3m92 石田　　勇真(2) 3m84 坂井　　　結(1) 3m77 中美　　優太(1) 3m34 戸來　　優貴(1) 3m23 鈴木　　励欧(3) 3m20 真野目　智士(2) 2m86
宮城聴覚支援･宮城 +0.7 盛岡聴覚支援･岩手 +2.1 福島聴覚支援･福島 +0.0 盛岡聴覚支援･岩手 +0.4 八戸聾･青森 +0.8 盛岡聴覚支援･岩手 +1.1 宮城聴覚支援･宮城 +0.7 福島聴覚支援･福島 +0.7 

男子　中学部 7/12 砲丸投 阿部　　裕人(3)   9m11 畠山　　陽稀(2)   6m88 堤　　　隼人(2)   6m27 三村　　直輝(2)   4m98
(4.000kg) 宮城聴覚支援･宮城 秋田聴覚支援･秋田 八戸聾･青森 福島聴覚支援･福島

女子　中学部 7/12 １００ｍ 川﨑　あかり(2) 14.24 椎根　　永恋(2) 14.95 古川　瑛梨奈(2) 15.38 丹野　　衣莉(2) 15.39 福岡　　珠里(3) 15.93 上川　　結愛(3) 16.02 小瀧　　吏南(1) 16.14 竹鼻　　蒼空(2) 16.55
宮城聴覚支援･宮城 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.8 八戸聾･青森 +0.8 宮城聴覚支援･宮城 +0.4 宮城聴覚支援･宮城 +0.4 八戸聾･青森 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.8 盛岡聴覚支援･岩手 +0.8 

女子　中学部 7/12 ２００ｍ 川﨑　あかり(2) 29.21 阿部　　優花(1) 32.83 山根　しずほ(3) 33.59 丹野　　衣莉(2) 34.20 高木　　結依(3) 34.41 竹鼻　　蒼空(2) 35.37 三浦　　風月(2) 37.18 山根　　乙華(1) 39.42
宮城聴覚支援･宮城 -0.1 宮城聴覚支援･宮城 -0.1 盛岡聴覚支援･岩手 -0.5 宮城聴覚支援･宮城 -0.1 福島聴覚支援･福島 -0.5 盛岡聴覚支援･岩手 -0.5 福島聴覚支援･福島 -0.5 盛岡聴覚支援･岩手 -0.1 

女子　中学部 7/12 ８００ｍ 渡邊　　真奈(2)  2:56.42 上川　　結愛(3)  3:06.93 高木　　結依(3)  3:15.57 大谷　ひかり(2)  3:26.80 千葉　　妃菜(3)  3:27.59 及川　　晶菜(3)  3:45.95 千葉　亜依莉(1)  3:55.59 小松　　　蘭(1)  4:07.06
福島聴覚支援･福島 八戸聾･青森 福島聴覚支援･福島 山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手 盛岡聴覚支援･岩手 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城

女子　中学部 7/12 １５００ｍ 藤原　　心華(2)  8:32.94
秋田聴覚支援･秋田

女子　中学部 7/12 ４×１００ｍ 宮城聴覚支援･ 57.41 福島聴覚支援･  1:01.05 盛岡聴覚支援･  1:05.34
  福岡　　珠里(3) NGR   渡邊　　真奈(2)   中野　　美来(3)
  奥田　　桂世(3)   小瀧　　吏南(1)   竹鼻　　蒼空(2)
  丹野　　衣莉(2)   高木　　結依(3)   及川　　晶菜(3)
  川﨑　あかり(2)   椎根　　永恋(2)   山根　しずほ(3)

女子　中学部 7/12 走高跳 奥田　　桂世(3) 1m22 志村　菜々美(2) 1m00 千葉　亜依莉(1) 0m95
宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城

女子　中学部 7/12 走幅跳 奥田　　桂世(3) 4m25 八島　　遥月(3) 3m72 山根　しずほ(3) 3m50 椎根　　永恋(2) 3m38 三浦　　風月(2) 3m35 阿部　　優花(1) 3m24 及川　　晶菜(3) 3m19 千葉　　妃菜(3) 2m24
宮城聴覚支援･宮城 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.8 盛岡聴覚支援･岩手 +0.7 福島聴覚支援･福島 +0.7 福島聴覚支援･福島 +0.7 宮城聴覚支援･宮城 +0.1 盛岡聴覚支援･岩手 +0.6 盛岡聴覚支援･岩手 +0.3 

女子　中学部 7/12 砲丸投 古川　瑛梨奈(2)  11m01 志村　菜々美(2)   7m51 福岡　　珠里(3)   7m14 小野寺　妃那(2)   6m79 小瀧　　吏南(1)   6m46 秦　　　結來(2)   6m13 山根　　乙華(1)   6m08 鹿野　ほのか(3)   5m87
(2.721kg) 八戸聾･青森 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城 福島聴覚支援･福島 秋田聴覚支援･秋田 盛岡聴覚支援･岩手 山形聾･山形

凡例（ NGR:大会新記録）



第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
中学部男女総合得点

傭 �謬 �油 �細 �油 �油 �油 �油 �油 �細 �細 �油 �沖 �汁 �沖 �沖 �沖 �沖 �沖 �沖 

≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �項 �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ 

・甘 �甘 �せ �・甘 �・甘 �一瞥 �せ �・甘 �・甘 �一甘 �せ �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �せ �一甘 �・甘 

悩 ロ �傭 tl �傭 Ⅰ】 �傭 コ �傭 】コ �傭 】コ �佃 コ �1唾 1】 �悩 コ �傭 tl �傭 �傭 �傭 �傭 �憾 �傭 �傭 �傭 

扇 �苅 �坤 �蛍 �哲 �哲 �皆 �賛 �碧 �皆 �聾 �碧 �哲 �聾 �碧 �曽 �哲 �哲 �碧 �聾 �哲 
市 �汁 的 �詞 �一 �N �．ト �00 �＿■－ �0 �．ト �紳 �紳 �宙 �＿．▲ �N �∝I �＿▲ �．ト �紳 �紳 �宙 

独 �○ �P �○ �○ �く刀 �○ �× �訓 �粛 �ぎ �○ �○ �○ �（刀 �× �訓 �粛 �声 
・○ �○ �○ �○ �○ �○ �一 �モ誼 rylr �壱宣 ⊂フ▼■ �藩 �○ �○ �○ �⊂〉 �＿▲ �竜2 ry▼■ �壱宏 ry▼■ �薄 

∃ �∃ �∃ �〕 �○ ］ �○ ∃ �○ ○ ∃ � � ��ヨ �∋ �∃ �○ ∃ �○ ○ ∃ � � 

1 �宮城聴覚支援 �144 �11 �11 �6 �6 �15 �6 �6 �6 �6 �6 �11 �14 � � �6 �15 �7 �12 

2 �福島聴覚支援 �62 �7 �4 �5 � � � �5 � �4 �3 �5 �2 �10 � �5 � �10 �2 

3 �盛岡聴覚支援 �37 �3 �2 �3 � � � �4 � �9 � � �5 �3 � �4 � �4 � 

4 �八戸聾 �26 � � �4 � � � � � �2 �4 �5 � �5 � � � � �6 

5 �吹田聴覚支援 �12 � � � � � � � � � �5 � � � �6 � � � �1 

6 �山形聾 �7 � �4 � � � � � � � � � � �3 � � � � � 

終了している競技 ���☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ 
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第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
中学部男子総合得点

弄 �傭 薄 的 �謬 吟 �油 �油 �油 �油 �油 �醤 �油 �細 �油 �渦 

≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ �≠ 

・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 �・甘 

傭 �傭 �傭 �傭 �傭 �悩 �傭 �傭 �佃 �傭 
哲 ＿▲ �哲 N �哲 ・ト �哲 ∝l �専 一 �哲 0 �哲 ・ト �塾 �哲 �皆 

昏 ≧ ≡ 】 ��亜 �������� � �酬 

瓢 �○ �○ �○ �○ �く刀 �○ �× �訓 �粛 �∈野 ぎ 

○ �○ �○ �○ �○ �⊂〉 �＿■－ �ミ迂 ry▼■ �毒迂 ry▼■ �茹 

∋ �∃ �∃ �∋ �○ ∃ �○ ∃ �○ ○ ∋ � � 

1 �宮城聴覚支援 �79 �11 �11 �6 �6 �15 �6 �6 �6 �6 �6 

2 �福島聴覚支援 �28 �7 �4 �5 � � � �5 � �4 �3 

3 �盛岡聴覚支援 �21 �3 �2 �3 � � � �4 � �9 � 

4 �八戸聾 �10 � � �4 � � � � � �2 �4 

5 �秋田聴覚支援 �5 � � � � � � � � � �5 

6 �山形聾 �4 � �4 � � � � � � � � 

終了している競技 ���☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ �☆ 
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第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
中学部女子総合得点
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第38回東北聾学校陸上競技大会 2014年9月26日(金)～27日(土)
決勝一覧表

北上市運動公園陸上競技場

男子　１部 7/12 １００ｍ 久保　　寿瑳(2) 11.89 中村　　和輝(2) 12.46 景山　　陽斗(2) 13.30 小川　　優士(2) 13.37 齋藤　　邑哉(3) 13.39 昆野　　海翔(3) 13.49 武藤　　大士(3) 13.56 内山　　健太(1) 13.77
盛岡聴覚支援･岩手 +0.7 宮城聴覚支援･宮城 +0.3 福島聴覚支援･福島 +0.7 秋田聴覚支援･秋田 +0.3 秋田聴覚支援･秋田 +0.3 盛岡聴覚支援･岩手 +0.7 宮城聴覚支援･宮城 +0.3 秋田聴覚支援･秋田 +0.7 

男子　１部 7/12 ２００ｍ 久保　　寿瑳(2) 24.39 宮本　　玲央(2) 25.37 景山　　陽斗(2) 27.06 昆野　　海翔(3) 28.63 國井　　海斗(2) 28.90 栗田　　雄史(2) 29.14
盛岡聴覚支援･岩手 -0.1 福島聴覚支援･福島 -0.1 福島聴覚支援･福島 -0.1 盛岡聴覚支援･岩手 -0.1 山形聾･山形 -0.1 山形聾･山形 -0.1 

男子　１部 7/12 ４００ｍ 吉城　　唯翔(1)  1:02.83 荒川　　太陽(1)  1:06.16
宮城聴覚支援･宮城 秋田聴覚支援･秋田

男子　１部 7/12 ８００ｍ 齋藤　　和樹(1)  2:54.77 菅野　　慈瑛(3)  3:09.42 松山　　拓樹(2)  3:24.50
宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城

男子　１部 7/12 １５００ｍ 深澤　　　紘(3)  4:59.34 齋藤　　和樹(1)  5:46.82 荒川　　太陽(1)  5:47.09 菅野　　慈瑛(3)  5:50.21 松山　　拓樹(2)  6:44.50
秋田聴覚支援･秋田 宮城聴覚支援･宮城 秋田聴覚支援･秋田 宮城聴覚支援･宮城 宮城聴覚支援･宮城

男子　１部 7/12 ５０００ｍ 深澤　　　紘(3) 19:15.04
秋田聴覚支援･秋田

男子　１部 7/12 ４×１００ｍ 盛岡聴覚支援･ 49.58 宮城聴覚支援･ 50.34 秋田聴覚支援･ 52.43
  昆野　　海翔(3)   吉城　　唯翔(1)   齋藤　　邑哉(3)
  黒沼　　　蓮(2)   中村　　和輝(2)   小川　　優士(2)
  水嶋　　貴一(1)   齋藤　　和樹(1)   内山　　健太(1)
  久保　　寿瑳(2)   武藤　　大士(3)   荒川　　太陽(1)

男子　１部 7/12 走高跳 中村　　和輝(2) 1m61
宮城聴覚支援･宮城

男子　１部 7/12 走幅跳 水嶋　　貴一(1) 4m74 小川　　優士(2) 4m55 黒沼　　　蓮(2) 4m50 武藤　　大士(3) 4m37 松本　　嘉光(2) 2m94
盛岡聴覚支援･岩手 +0.7 秋田聴覚支援･秋田 +0.5 盛岡聴覚支援･岩手 -0.3 宮城聴覚支援･宮城 +0.7 盛岡聴覚支援･岩手 +0.8 

男子　１部 7/12 砲丸投 堤　　　龍馬(3)  11m33 水谷　　　颯(1)   9m65 月田　　翔詠(2)   8m93 山崎　　優真(1)   6m60 齋藤　　邑哉(3)   6m25 内山　　健太(1)   5m20
(6.000kg) 青森聾･青森 青森聾･青森 宮城聴覚支援･宮城 福島聴覚支援･福島 秋田聴覚支援･秋田 秋田聴覚支援･秋田

男子　１部 7/12 やり投 月田　　翔詠(2)  29m82 水嶋　　貴一(1)  29m81 水谷　　　颯(1)  26m13 黒沼　　　蓮(2)  23m65
(0.800kg) 宮城聴覚支援･宮城 盛岡聴覚支援･岩手 青森聾･青森 盛岡聴覚支援･岩手

女子　１部 7/12 １００ｍ 佐々木　来夢(3) 15.20 奥村　　玲奈(2) 15.35 村上　　恵里(3) 15.38 多田　　伊吹(2) 15.77 石山　　美紅(2) 15.81 本田　　恵莉(3) 16.09 藤井　　夏愛(3) 16.55 木村　　結衣(2) 16.58
盛岡聴覚支援･岩手 +0.4 盛岡聴覚支援･岩手 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.4 盛岡聴覚支援･岩手 +0.4 山形聾･山形 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.4 山形聾･山形 +0.4 福島聴覚支援･福島 +0.4 

女子　１部 7/12 ２００ｍ 佐々木　来夢(3) 31.64 村上　　恵里(3) 32.23 石山　　美紅(2) 32.44 多田　　伊吹(2) 32.46 藤井　　夏愛(3) 35.12 星　　　成美(2) 35.35 熊谷　　愛美(1) 35.87 遠藤　　未羽(1) 37.43
盛岡聴覚支援･岩手 -0.6 福島聴覚支援･福島 -0.6 山形聾･山形 -0.6 盛岡聴覚支援･岩手 -0.6 山形聾･山形 -0.6 福島聴覚支援･福島 -0.6 盛岡聴覚支援･岩手 -0.6 福島聴覚支援･福島 -0.6 

女子　１部 7/12 ４００ｍ 松森　　玲奈(3)  1:11.16 奥村　　玲奈(2)  1:15.87 佐々木　来知(3)  1:17.35 小沼　はるな(2)  1:21.55
盛岡聴覚支援･岩手 盛岡聴覚支援･岩手 盛岡聴覚支援･岩手 福島聴覚支援･福島

女子　１部 7/12 ８００ｍ 松森　　玲奈(3)  2:47.16 佐々木　来知(3)  3:09.99 小沼　はるな(2)  3:18.18
盛岡聴覚支援･岩手 NGR 盛岡聴覚支援･岩手 福島聴覚支援･福島

女子　１部 7/12 ４×１００ｍ 盛岡聴覚支援･ 59.37 福島聴覚支援･  1:01.84
  多田　　伊吹(2)   村上　　恵里(3)
  奥村　　玲奈(2)   西戸　湖乃華(2)
  佐々木　来夢(3)   木村　　結衣(2)
  松森　　玲奈(3)   本田　　恵莉(3)

女子　１部 7/12 走高跳 星　　　成美(2) 1m05 同順：木村結衣(2) 1m05
福島聴覚支援･福島 福島聴覚支援･福島

女子　１部 7/12 走幅跳 西戸　湖乃華(2) 3m56 阿部　　衣吹(2) 3m10
福島聴覚支援･福島 +0.4 盛岡聴覚支援･岩手 +0.3 

女子　１部 7/12 砲丸投 平野　梨々香(2)   5m51 本田　　恵莉(3)   5m27 遠藤　　未羽(1)   4m15
(4.000kg) 福島聴覚支援･福島 福島聴覚支援･福島 福島聴覚支援･福島

女子　１部 7/12 やり投 西戸　湖乃華(2)  29m17 阿部　　衣吹(2)  20m58 平野　梨々香(2)  20m47 熊谷　　愛美(1)  17m07

凡例（ NGR:大会新記録）



第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
1部男女総合得点
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第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
1部男子総合得点
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第38回東北聾学校陸上競技大会

主　催：東北地区聾学校体育連盟岩手県岩手県教育委員会岩手陸上競技協会
主　管：東北地区聾学校体育連盟岩手大会実行委員会
競技場：北上市運動公園陸上競技場
1部女子総合得点
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第38回東北聾学校陸上競技大会 2014年9月26日(金)～27日(土)
決勝一覧表

北上市運動公園陸上競技場

女子　２部 7/12 １００ｍ 佐々木　優花(1) 16.87
盛岡聴覚支援･岩手 +0.4 

女子　２部 7/12 ８００ｍ 奥山　　千鶴(1)  3:59.51
山形聾･山形

女子　２部 7/12 走幅跳 佐々木　優花(1) 3m35
盛岡聴覚支援･岩手 +0.5 

男子　１部 7/12 特設５０ｍ 小玉　　洋介(2) 12.10 岩間　　吏叶(1) 13.24
山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手

女子　１部 7/12 特設５０ｍ 佐藤　　未亜(2) 10.18 髙橋　　夏夢(2) 14.53 太田　菜々美(3) 17.61
山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手 山形聾･山形

男子　中学部 7/12 特設５０ｍ 加藤　絢史郎(1) 10.16
盛岡聴覚支援･岩手

女子　中学部 7/12 特設５０ｍ 伊藤　　優希(1) 10.48
盛岡聴覚支援･岩手

男子　特設 7/12 ソフトボール投 小玉　　洋介(2)  17m24 加藤　絢史郎(1)  12m97 岩間　　吏叶(1)  12m65 菊池　　直哉(3)   0m82
山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手 盛岡聴覚支援･岩手 盛岡聴覚支援･岩手

女子　特設 7/12 ソフトボール投 佐藤　　未亜(2)  15m50 伊藤　　優希(1)  10m19 太田　菜々美(3)   9m63 髙橋　　夏夢(2)   9m50
山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手 山形聾･山形 盛岡聴覚支援･岩手

凡例（ NGR:大会新記録）



男子　中学部 １００ｍ タイムレース(2)  7月12日 10:30

大会記録　(GR)　　 11"86　  須貝　　　昴　　（宮城） 　 2014

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0

  1   4   251 長谷川　翔大(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.19

  2   8   462 山地　　　輝(3)
ﾔﾏｼﾞ ﾋｶﾙ 福島聴覚支援  ・福　島   13.47

  3   5   154 大志田　知緋(2)
ｵｵｼﾀﾞﾊﾙﾋ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   14.40

  4   7   401 安部　　遥斗(2)
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山形聾        ・山　形   14.41

  5   2   452 石田　　勇真(2)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 福島聴覚支援  ・福　島   14.65

  6   6    51 中美　　優太(1)
ﾅｶﾐ ﾕｳﾀ 八戸聾        ・青　森   15.79

  7   3    52 畑澤　　歩斗(1)
ﾊﾀｻﾜ ｱﾕﾄ 八戸聾        ・青　森   16.86

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   8   252 猿橋　　璃綺(3)
ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.67

  2   4   457 丹野　　創登(2)
ﾀﾝﾉ ｿｳﾄ 福島聴覚支援  ・福　島   14.09

  3   2   155 中村　　輝月(3)
ﾅｶﾑﾗｶﾂﾞｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   14.11

  4   7   303 畠山　　陽稀(2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ 秋田聴覚支援  ・秋　田   14.64

  5   9   402 小関　　　司(1)
ｺｾｷ ﾂｶｻ 山形聾        ・山　形   16.06

  6   6   151 戸來　　優貴(1)
ﾍﾗｲﾕｳｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   16.54

  7   3    54 堤　　　隼人(2)
ﾂﾂﾐ ﾊﾔﾄ 八戸聾        ・青　森   17.53

  5   301 伊藤　　蘭丸(1)
ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ 秋田聴覚支援  ・秋　田 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   251 長谷川　翔大(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.19/+1.0

  2   8   252 猿橋　　璃綺(3)
ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.67/+1.4

  3   8   462 山地　　　輝(3)
ﾔﾏｼﾞ ﾋｶﾙ 福島聴覚支援  ・福　島   13.47/+1.0

  4   4   457 丹野　　創登(2)
ﾀﾝﾉ ｿｳﾄ 福島聴覚支援  ・福　島   14.09/+1.4

  5   2   155 中村　　輝月(3)
ﾅｶﾑﾗｶﾂﾞｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   14.11/+1.4

  6   5   154 大志田　知緋(2)
ｵｵｼﾀﾞﾊﾙﾋ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   14.40/+1.0

  7   7   401 安部　　遥斗(2)
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山形聾        ・山　形   14.41/+1.0

  8   7   303 畠山　　陽稀(2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ 秋田聴覚支援  ・秋　田   14.64/+1.4

  9   2   452 石田　　勇真(2)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 福島聴覚支援  ・福　島   14.65/+1.0

 10   6    51 中美　　優太(1)
ﾅｶﾐ ﾕｳﾀ 八戸聾        ・青　森   15.79/+1.0

 11   9   402 小関　　　司(1)
ｺｾｷ ﾂｶｻ 山形聾        ・山　形   16.06/+1.4

 12   6   151 戸來　　優貴(1)
ﾍﾗｲﾕｳｷ

盛岡聴覚支援  ・岩  手   16.54/+1.4

 13   3    52 畑澤　　歩斗(1)
ﾊﾀｻﾜ ｱﾕﾄ 八戸聾        ・青　森   16.86/+1.0

 14   3    54 堤　　　隼人(2)
ﾂﾂﾐ ﾊﾔﾄ 八戸聾        ・青　森   17.53/+1.4

  5   301 伊藤　　蘭丸(1)
ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ 秋田聴覚支援  ・秋　田 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子　中学部 ２００ｍ 決勝  7月12日 12:10

大会記録　(GR)　　 24"59　 須貝　　　昴　　（宮城）　 2014     

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.0

  1   6   251 長谷川　翔大(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城聴覚支援  ・宮　城   24.39 NGR

  2   2   252 猿橋　　璃綺(3)
ｻﾙﾊｼ ﾘｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城   26.20

  3   7   462 山地　　　輝(3)
ﾔﾏｼﾞ ﾋｶﾙ 福島聴覚支援  ・福　島   27.64

  4   4   401 安部　　遥斗(2)
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 山形聾        ・山　形   30.08

  5   3   154 大志田　知緋(2)
ｵｵｼﾀﾞﾊﾙﾋ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   30.38

  6   8   402 小関　　　司(1)
ｺｾｷ ﾂｶｻ 山形聾        ・山　形   33.75

  7   5   454 真野目　智士(2)
ﾏﾉﾒ ｻﾄｼ 福島聴覚支援  ・福　島   39.11

凡例（NGR:大会新記録）



男子　中学部 ４００ｍ 決勝  7月12日  9:30

大会記録　(GR)　　 56"81　 佐々木　主磨　　（宮城）　 2012

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   253 今野　　和幸(3)
ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  1:05.25

  2   3   457 丹野　　創登(2)
ﾀﾝﾉ ｿｳﾄ 福島聴覚支援  ・福　島  1:08.95

  3   4    52 畑澤　　歩斗(1)
ﾊﾀｻﾜ ｱﾕﾄ 八戸聾        ・青　森  1:19.79

  4   5   152 坂井　　　結(1)
ｻｶｲﾕｲ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  1:21.12



男子　中学部 ８００ｍ 決勝  7月12日 11:31

大会記録  (GR) 　2'11"1 　 小野　　一祐     (酒田)  　1990

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2   256 小原　　奏楽(2)
ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 宮城聴覚支援  ・宮　城  2:23.13



男子　中学部 １５００ｍ 決勝  7月12日  9:54

大会記録  (GR) 　4'58"96　 齋藤　　　丞     (酒田)  　2017

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1   256 小原　　奏楽(2)
ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ 宮城聴覚支援  ・宮　城  5:14.20

  2   3   255 鈴木　　励欧(3)
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 宮城聴覚支援  ・宮　城  6:21.17

  3   2   257 及川　　直輝(2)
ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  6:35.98

ラウンド 組 ４００ｍラップ ８００ｍラップ

決勝
256

 1:21
256

 2:52



男子　中学部 ３０００ｍ 決勝  7月12日 13:16

大会記録  (GR) 　10'02"1 　 三浦　　寛之     (秋田)  　1984

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1   257 及川　　直輝(2)
ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城 15:31.36



男子　中学部 走高跳 決勝  7月12日 10:40

大会記録  (GR)　　　1m60　　松田　　幸治 　　(一関)　 　1980

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m33 1m36 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   254 阿部　　裕人(3)
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ

宮城聴覚支援
宮　城

o   o   o   o   o   o   x o  x o  x x x 1m33



男子　中学部 走幅跳 決勝  7月12日 12:31

大会記録  (GR)　　　6m08　　渡辺　　裕哉 　　(宮城)　 　2008

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  8   253 今野　　和幸(3)
ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ

宮城聴覚支援
宮　城

  4m24
+1.1

  4m06
+0.7

  3m42
+1.2

  4m44
+0.7

  4m02
+1.5

  3m65
+0.9

 4m44
+0.7

  2  4   155 中村　　輝月(3)
ﾅｶﾑﾗｶﾂﾞｷ

盛岡聴覚支援
岩  手

  3m81
+0.2

  3m90
+0.6

  ×   3m92
+2.1

  －   ×  3m92
+2.1

  3  6   452 石田　　勇真(2)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

福島聴覚支援
福　島

  3m56
+0.9

  3m63
+1.5

  3m59
+0.1

  3m06
+0.6

  －   3m84
+0.0

 3m84
+0.0

  4  1   152 坂井　　　結(1)
ｻｶｲﾕｲ

盛岡聴覚支援
岩  手

  3m67
+0.2

  3m25
+0.8

  3m37
+0.5

  3m47
+0.7

  －   3m77
+0.4

 3m77
+0.4

  5  3    51 中美　　優太(1)
ﾅｶﾐ ﾕｳﾀ

八戸聾
青　森

  ×   3m34
+0.8

  3m26
+0.2

  ×   ×   ×  3m34
+0.8

  6  2   151 戸來　　優貴(1)
ﾍﾗｲﾕｳｷ

盛岡聴覚支援
岩  手

  2m92
+0.1

  2m88
+0.7

  3m01
+0.2

  3m23
+1.1

  －   3m00
+0.5

 3m23
+1.1

  7  7   255 鈴木　　励欧(3)
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ

宮城聴覚支援
宮　城

  ×   ×   3m05
+0.5

  3m20
+0.7

  2m60
-0.1

  3m15
+0.1

 3m20
+0.7

  8  5   454 真野目　智士(2)
ﾏﾉﾒ ｻﾄｼ

福島聴覚支援
福　島

  2m86
+0.7

  2m73
+1.5

  ×   2m77
+0.8

  2m72
-0.3

  2m86
+0.2

 2m86
+0.7



男子　中学部 砲丸投 決勝  7月12日 11:14

大会記録  (GR)　　 11m24　　佐藤　　優也 　　(宮城)　 　2008

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  5   254 阿部　　裕人(3)
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ

宮城聴覚支援
宮　城

  8m66   9m11  9m11

  2  4   303 畠山　　陽稀(2)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ

秋田聴覚支援
秋　田

  5m75   6m08   6m88  6m88

  3  2    54 堤　　　隼人(2)
ﾂﾂﾐ ﾊﾔﾄ

八戸聾
青　森

  6m27  6m27

  4  3   458 三村　　直輝(2)
ﾐﾑﾗ ﾅｵｷ

福島聴覚支援
福　島

  4m97   4m98  4m98

  1   301 伊藤　　蘭丸(1)
ｲﾄｳ ﾗﾝﾏﾙ

秋田聴覚支援
秋　田

DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子　中学部 １００ｍ タイムレース(2)  7月12日 10:40

大会記録　(GR)　　 13"43　 山中　　沙織　　（福島）　 2000

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   8   260 川﨑　あかり(2)
ｶﾜｻｷ ｱｶﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   14.24

  2   2   261 丹野　　衣莉(2)
ﾀﾝﾉ ｴﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   15.39

  3   3   259 福岡　　珠里(3)
ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   15.93

  4   5    56 上川　　結愛(3)
ｶﾐｶﾜ ﾕｲﾅ 八戸聾        ・青　森   16.02

  5   7   158 畠山　　和夏(1)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.45

  6   4   302 秦　　　結來(2)
ｼﾞﾝ ﾕﾗ 秋田聴覚支援  ・秋　田   17.76

  7   6   304 藤原　　心華(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｺｶ 秋田聴覚支援  ・秋　田   21.22

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   8   459 椎根　　永恋(2)
ｼｲﾈ ｴﾚﾝ 福島聴覚支援  ・福　島   14.95

  2   3    55 古川　瑛梨奈(2)
ﾌﾙｶﾜ ｴﾘﾅ 八戸聾        ・青　森   15.38

  3   5   451 小瀧　　吏南(1)
ｺﾀｷ ﾘﾅ 福島聴覚支援  ・福　島   16.14

  4   6   160 竹鼻　　蒼空(2)
ﾀｹﾊﾅ ｿﾗ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   16.55

  5   4   162 中野　　美来(3)
ﾅｶﾉ ﾐｸ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.26

  6   7    53 菊地　　遥圭(2)
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 八戸聾        ・青　森   18.38

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   260 川﨑　あかり(2)
ｶﾜｻｷ ｱｶﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   14.24/+0.4

  2   8   459 椎根　　永恋(2)
ｼｲﾈ ｴﾚﾝ 福島聴覚支援  ・福　島   14.95/+0.8

  3   3    55 古川　瑛梨奈(2)
ﾌﾙｶﾜ ｴﾘﾅ 八戸聾        ・青　森   15.38/+0.8

  4   2   261 丹野　　衣莉(2)
ﾀﾝﾉ ｴﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   15.39/+0.4

  5   3   259 福岡　　珠里(3)
ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   15.93/+0.4

  6   5    56 上川　　結愛(3)
ｶﾐｶﾜ ﾕｲﾅ 八戸聾        ・青　森   16.02/+0.4

  7   5   451 小瀧　　吏南(1)
ｺﾀｷ ﾘﾅ 福島聴覚支援  ・福　島   16.14/+0.8

  8   6   160 竹鼻　　蒼空(2)
ﾀｹﾊﾅ ｿﾗ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   16.55/+0.8

  9   4   162 中野　　美来(3)
ﾅｶﾉ ﾐｸ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.26/+0.8

 10   7   158 畠山　　和夏(1)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.45/+0.4

 11   4   302 秦　　　結來(2)
ｼﾞﾝ ﾕﾗ 秋田聴覚支援  ・秋　田   17.76/+0.4

 12   7    53 菊地　　遥圭(2)
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 八戸聾        ・青　森   18.38/+0.8

 13   6   304 藤原　　心華(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｺｶ

秋田聴覚支援  ・秋　田   21.22/+0.4



女子　中学部 ２００ｍ タイムレース(2)  7月12日 12:10

大会記録　(GR)　　 29"12　 福重　　沙織　　（宮城）　 2004

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   5   260 川﨑　あかり(2)
ｶﾜｻｷ ｱｶﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   29.21

  2   7   264 阿部　　優花(1)
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 宮城聴覚支援  ・宮　城   32.83

  3   3   261 丹野　　衣莉(2)
ﾀﾝﾉ ｴﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   34.20

  4   6   157 山根　　乙華(1)
ﾔﾏﾈ ｵﾄｶ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   39.42

  5   4    53 菊地　　遥圭(2)
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 八戸聾        ・青　森   39.90

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   3   161 山根　しずほ(3)
ﾔﾏﾈ ｼｽﾞﾎ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   33.59

  2   6   460 高木　　結依(3)
ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 福島聴覚支援  ・福　島   34.41

  3   5   160 竹鼻　　蒼空(2)
ﾀｹﾊﾅ ｿﾗ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   35.37

  4   4   455 三浦　　風月(2)
ﾐｳﾗ ﾌｳｷ 福島聴覚支援  ・福　島   37.18

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   260 川﨑　あかり(2)
ｶﾜｻｷ ｱｶﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   29.21/-0.1

  2   7   264 阿部　　優花(1)
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 宮城聴覚支援  ・宮　城   32.83/-0.1

  3   3   161 山根　しずほ(3)
ﾔﾏﾈ ｼｽﾞﾎ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   33.59/-0.5

  4   3   261 丹野　　衣莉(2)
ﾀﾝﾉ ｴﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城   34.20/-0.1

  5   6   460 高木　　結依(3)
ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 福島聴覚支援  ・福　島   34.41/-0.5

  6   5   160 竹鼻　　蒼空(2)
ﾀｹﾊﾅ ｿﾗ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   35.37/-0.5

  7   4   455 三浦　　風月(2)
ﾐｳﾗ ﾌｳｷ 福島聴覚支援  ・福　島   37.18/-0.5

  8   6   157 山根　　乙華(1)
ﾔﾏﾈ ｵﾄｶ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   39.42/-0.1

  9   4    53 菊地　　遥圭(2)
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 八戸聾        ・青　森   39.90/-0.1



女子　中学部 ８００ｍ 決勝  7月12日 11:42

大会記録  (GR) 　 2'46"20　村田　　夏菜     (山形)  　2012

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7   456 渡邊　　真奈(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 福島聴覚支援  ・福　島  2:56.42

  2   2    56 上川　　結愛(3)
ｶﾐｶﾜ ﾕｲﾅ 八戸聾        ・青　森  3:06.93

  3   5   460 高木　　結依(3)
ﾀｶｷﾞ ﾕｲ 福島聴覚支援  ・福　島  3:15.57

  4   3   404 大谷　ひかり(2)
ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾘ 山形聾        ・山　形  3:26.80

  5   1   163 千葉　　妃菜(3)
ﾁﾊﾞ ﾋﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  3:27.59

  6   9   164 及川　　晶菜(3)
ｵｲｶﾜ ｱｷﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  3:45.95

  7   8   265 千葉　亜依莉(1)
ﾁﾊﾞ ｱｲﾘ 宮城聴覚支援  ・宮　城  3:55.59

  8   4   266 小松　　　蘭(1)
ｺﾏﾂ ﾗﾝ 宮城聴覚支援  ・宮　城  4:07.06

  6   267 臺　　　彩榎(1)
ﾀﾞｲ ｱﾔｶ 宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子　中学部 １５００ｍ 決勝  7月12日 10:04

大会記録  (GR) 　 5'56"41　村田　　夏菜     (山形)  　2012

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   304 藤原　　心華(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｺｶ 秋田聴覚支援  ・秋　田  8:32.94

  1   263 小野寺　妃那(2)
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾅ 宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

  2   266 小松　　　蘭(1)
ｺﾏﾂ ﾗﾝ 宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

ラウンド 組 ４００ｍラップ ８００ｍラップ

決勝
304

 2:08
304

 4:28

凡例（DNS:欠    場）



女子　中学部 走高跳 決勝  7月12日 10:40

大会記録  (GR)　　　1m30　　千葉　　範子 　　(小牛田)　 　1970
　　　　　　　　　　　　　　佐々木　優子 　　(小牛田)　 　1976
　　　　　　　　　　　　　　本田　　博美 　　(宮城)　 　　1982

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m90
1m22

0m95
1m25

1m00
　

1m05
　

1m10
　

1m13
　

1m15
　

1m16
　

1m19
　

1m20
　

記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  3   258 奥田　　桂世(3)
ｵｸﾀﾞ ｹｲﾖ

宮城聴覚支援
宮　城
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1m22

  2  1   262 志村　菜々美(2)
ｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ

宮城聴覚支援
宮　城
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1m00

  3  2   265 千葉　亜依莉(1)
ﾁﾊﾞ ｱｲﾘ

宮城聴覚支援
宮　城
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0m95



女子　中学部 走幅跳 決勝  7月12日 12:31

大会記録  (GR)　　　4m56　　千葉　　範子 　　(小牛田)　 　1970

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  9   258 奥田　　桂世(3)
ｵｸﾀﾞ ｹｲﾖ

宮城聴覚支援
宮　城

  3m92
+0.4

  4m12
+0.0

  3m87
+0.4

  3m89
+0.2

  3m98
+0.7

  4m25
+0.4

 4m25
+0.4

  2  7   461 八島　　遥月(3)
ﾔｼﾏ ﾊﾂﾞｷ

福島聴覚支援
福　島

  3m41
+0.1

  3m36
+0.6

  3m36
+1.0

  3m18
+0.5

  3m30
+0.6

  3m72
+0.8

 3m72
+0.8

  3  5   161 山根　しずほ(3)
ﾔﾏﾈ ｼｽﾞﾎ

盛岡聴覚支援
岩  手

  3m50
+0.7

  3m47
+0.3

  3m44
+1.9

  3m17
+0.7

  3m42
+0.6

  ×  3m50
+0.7

  4  8   459 椎根　　永恋(2)
ｼｲﾈ ｴﾚﾝ

福島聴覚支援
福　島

  3m22
+1.0

  3m33
-0.1

  3m22
+1.0

  3m22
+0.6

  3m20
+0.4

  3m38
+0.7

 3m38
+0.7

  5  3   455 三浦　　風月(2)
ﾐｳﾗ ﾌｳｷ

福島聴覚支援
福　島

  3m20
+1.2

  3m09
+0.9

  2m95
+0.7

  3m05
+0.2

  3m35
+0.7

  3m22
+0.8

 3m35
+0.7

  6  6   264 阿部　　優花(1)
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ

宮城聴覚支援
宮　城

  3m24
+0.1

  3m14
+0.4

  2m83
+0.9

  2m72
+1.0

  2m90
+1.1

  2m99
+0.2

 3m24
+0.1

  7  4   164 及川　　晶菜(3)
ｵｲｶﾜ ｱｷﾅ

盛岡聴覚支援
岩  手

  3m13
+0.6

  3m16
+0.1

  3m03
+2.3

  ×   2m94
+1.1

  3m19
+0.6

 3m19
+0.6

  8  1   163 千葉　　妃菜(3)
ﾁﾊﾞ ﾋﾅ

盛岡聴覚支援
岩  手

  2m14
+1.0

  2m19
+1.0

  2m24
+0.3

  2m15
-0.1

  ×   ×  2m24
+0.3

  9  2   267 臺　　　彩榎(1)
ﾀﾞｲ ｱﾔｶ

宮城聴覚支援
宮　城

  1m13
+1.2

  1m24
+0.9

  1m15
+1.0

 1m24
+0.9



女子　中学部 砲丸投 決勝  7月12日 11:14

大会記録  (GR)　 　11m79  　蜂屋　　　優 　　(宮城)　 　　2002

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1 11    55 古川　瑛梨奈(2)
ﾌﾙｶﾜ ｴﾘﾅ

八戸聾
青　森

 11m01 11m01

  2 12   262 志村　菜々美(2)
ｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ

宮城聴覚支援
宮　城

  4m01   7m37   7m51  7m51

  3 10   259 福岡　　珠里(3)
ﾌｸｵｶ ｼﾞｭﾘ

宮城聴覚支援
宮　城

  6m60   6m91   7m13   7m14   7m11  7m14

  4  7   263 小野寺　妃那(2)
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾅ

宮城聴覚支援
宮　城

  6m26   6m59   6m79  6m79

  5  8   451 小瀧　　吏南(1)
ｺﾀｷ ﾘﾅ

福島聴覚支援
福　島

  6m27   6m31   6m46  6m46

  6  1   302 秦　　　結來(2)
ｼﾞﾝ ﾕﾗ

秋田聴覚支援
秋　田

  5m70   5m75   6m13  6m13

  7  4   157 山根　　乙華(1)
ﾔﾏﾈ ｵﾄｶ

盛岡聴覚支援
岩  手

  5m88   6m08  6m08

  8  5   403 鹿野　ほのか(3)
ｶﾉ ﾎﾉｶ

山形聾
山　形

  5m87  5m87

  9  9   456 渡邊　　真奈(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ

福島聴覚支援
福　島

  －   5m04   5m66  5m66

 10  2   158 畠山　　和夏(1)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶ

盛岡聴覚支援
岩  手

  4m36   4m43  4m43

 11  6   461 八島　　遥月(3)
ﾔｼﾏ ﾊﾂﾞｷ

福島聴覚支援
福　島

  ×   4m33   4m42  4m42

 12  3   162 中野　　美来(3)
ﾅｶﾉ ﾐｸ

盛岡聴覚支援
岩  手

  4m06   4m40  4m40



男子　１部 １００ｍ タイムレース(2)  7月12日 10:47

大会記録　(GR)　　 11"2　　  堀内　　吉弘　　（山形） 　 1984

タイムレース 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   5   167 久保　　寿瑳(2)
ｸﾎﾞ ｶｽﾞｻ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   11.89

  2   6   489 景山　　陽斗(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 福島聴覚支援  ・福　島   13.30

  3   4   170 昆野　　海翔(3)
ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   13.49

  4   7   306 内山　　健太(1)
ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.77

  5   2   490 宮本　　玲央(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｵ 福島聴覚支援  ・福　島   13.85

  6   3   488 山崎　　優真(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ 福島聴覚支援  ・福　島   14.27

  7   8   169 松本　　嘉光(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾐﾂ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.69

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3

  1   3   273 中村　　和輝(2)
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.46

  2   2   308 小川　　優士(2)
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.37

  3   5   309 齋藤　　邑哉(3)
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.39

  4   7   268 武藤　　大士(3)
ﾑﾄｳ ﾏｻｼ 宮城聴覚支援  ・宮　城   13.56

  5   6   406 栗田　　雄史(2)
ｸﾘﾀ ﾕｳｼ 山形聾        ・山　形   14.06

  4   271 齋藤　　史明(2)
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

タイムレース総合
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   167 久保　　寿瑳(2)
ｸﾎﾞ ｶｽﾞｻ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   11.89/+0.7

  2   3   273 中村　　和輝(2)
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城   12.46/+0.3

  3   6   489 景山　　陽斗(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 福島聴覚支援  ・福　島   13.30/+0.7

  4   2   308 小川　　優士(2)
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.37/+0.3

  5   5   309 齋藤　　邑哉(3)
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.39/+0.3

  6   4   170 昆野　　海翔(3)
ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   13.49/+0.7

  7   7   268 武藤　　大士(3)
ﾑﾄｳ ﾏｻｼ 宮城聴覚支援  ・宮　城   13.56/+0.3

  8   7   306 内山　　健太(1)
ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ 秋田聴覚支援  ・秋　田   13.77/+0.7

  9   2   490 宮本　　玲央(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｵ 福島聴覚支援  ・福　島   13.85/+0.7

 10   6   406 栗田　　雄史(2)
ｸﾘﾀ ﾕｳｼ 山形聾        ・山　形   14.06/+0.3

 11   3   488 山崎　　優真(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ 福島聴覚支援  ・福　島   14.27/+0.7

 12   8   169 松本　　嘉光(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾐﾂ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   17.69/+0.7

  4   271 齋藤　　史明(2)
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ

宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子　１部 ２００ｍ 決勝  7月12日 12:14

大会記録　(GR)　　 23"4　  下川原　　功　　（盛岡）　 1988   

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   3   167 久保　　寿瑳(2)
ｸﾎﾞ ｶｽﾞｻ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   24.39

  2   8   490 宮本　　玲央(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｵ 福島聴覚支援  ・福　島   25.37

  3   1   489 景山　　陽斗(2)
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 福島聴覚支援  ・福　島   27.06

  4   6   170 昆野　　海翔(3)
ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   28.63

  5   2   405 國井　　海斗(2)
ｸﾆｲ ｶｲﾄ 山形聾        ・山　形   28.90

  6   7   406 栗田　　雄史(2)
ｸﾘﾀ ﾕｳｼ 山形聾        ・山　形   29.14

  4   271 齋藤　　史明(2)
ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱ 宮城聴覚支援  ・宮　城 DNS

  5   307 小玉　　彪雅(1)
ｺﾀﾞﾏ ﾋｭｳｶﾞ 秋田聴覚支援  ・秋　田 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子　１部 ４００ｍ 決勝  7月12日  9:37

大会記録　(GR)　　 51"76　 福田　　　賢　　（宮城）　 2000

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   275 吉城　　唯翔(1)
ﾖｼｷ ﾕｲﾄ 宮城聴覚支援  ・宮　城  1:02.83

  2   4   305 荒川　　太陽(1)
ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ 秋田聴覚支援  ・秋　田  1:06.16

  5   405 國井　　海斗(2)
ｸﾆｲ ｶｲﾄ 山形聾        ・山　形 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子　１部 ８００ｍ 決勝  7月12日 11:31

大会記録  (GR) 　2'04"70　 高階　　正人     (秋田)  　1996

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   274 齋藤　　和樹(1)
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  2:54.77

  2   3   269 菅野　　慈瑛(3)
ｶﾝﾉ ｼﾞｴｲ 宮城聴覚支援  ・宮　城  3:09.42

  3   4   270 松山　　拓樹(2)
ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  3:24.50



男子　１部 １５００ｍ 決勝  7月12日 10:12

大会記録  (GR) 　4'21"1　  泉谷　　忠広     (秋田)  　1988

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   310 深澤　　　紘(3)
ﾌｶｻﾜ ｹﾞﾝ 秋田聴覚支援  ・秋　田  4:59.34

  2   5   274 齋藤　　和樹(1)
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  5:46.82

  3   4   305 荒川　　太陽(1)
ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾖｳ 秋田聴覚支援  ・秋　田  5:47.09

  4   2   269 菅野　　慈瑛(3)
ｶﾝﾉ ｼﾞｴｲ 宮城聴覚支援  ・宮　城  5:50.21

  5   1   270 松山　　拓樹(2)
ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 宮城聴覚支援  ・宮　城  6:44.50

ラウンド 組 ４００ｍラップ ８００ｍラップ

決勝
310

 1:20
310

 2:45



男子　１部 ５０００ｍ 決勝  7月12日 13:39

大会記録  (GR) 　16'05"7　  泉谷　　忠広     (秋田)  　1988

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1   310 深澤　　　紘(3)
ﾌｶｻﾜ ｹﾞﾝ 秋田聴覚支援  ・秋　田 19:15.04

ラウンド 組 １０００ｍラップ ２０００ｍラップ ３０００ｍラップ ４０００ｍラップ

決勝
310

 3:52
310

 7:53
310

11:50
310

15:40



男子　１部 走高跳 決勝  7月12日 10:40

大会記録 （GR） 　　1m80　　浅利　　義弘　　（青森）　　1980

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1m30 1m33 1m36 1m39 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   273 中村　　和輝(2)
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

宮城聴覚支援
宮　城

o   -   o   o   x o  o   o   o   x o  x x x 1m61



男子　１部 走幅跳 決勝  7月12日 12:31

大会記録  (GR)　　　6m52　　和田　　恭介 　　(宮城)　 　1984
　　　　　　　　　　　　　　尾形　　成信 　　(宮城)　 　2004

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6   165 水嶋　　貴一(1)
ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ

盛岡聴覚支援
岩  手

  4m33
+0.4

  4m46
+0.3

  4m49
+0.9

  4m25
+1.1

  －   4m74
+0.7

 4m74
+0.7

  2  2   308 小川　　優士(2)
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ

秋田聴覚支援
秋　田

  4m55
+0.5

  4m55
+0.2

  4m45
-0.5

  4m42
-0.3

  －   4m44
-0.6

 4m55
+0.5

  3  5   168 黒沼　　　蓮(2)
ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ

盛岡聴覚支援
岩  手

  ×   4m37
+0.7

  4m02
-0.3

  3m69
+1.2

  －   4m50
-0.3

 4m50
-0.3

  4  1   268 武藤　　大士(3)
ﾑﾄｳ ﾏｻｼ

宮城聴覚支援
宮　城

  4m21
+0.5

  4m37
+0.7

  ×   3m02
+0.8

  －   ×  4m37
+0.7

  5  4   169 松本　　嘉光(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾐﾂ

盛岡聴覚支援
岩  手

  2m61
+1.4

  ×   2m92
-0.3

  2m93
+0.3

  ×   2m94
+0.8

 2m94
+0.8

  3   307 小玉　　彪雅(1)
ｺﾀﾞﾏ ﾋｭｳｶﾞ

秋田聴覚支援
秋　田

DNS

  7   275 吉城　　唯翔(1)
ﾖｼｷ ﾕｲﾄ

宮城聴覚支援
宮　城

DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子　１部 砲丸投(6.000kg) 決勝  7月12日 11:14

大会記録  (GR)　　 13m45　　野田　　健太 　　(宮城)　 　2006

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  6     1 堤　　　龍馬(3)
ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾏ

青森聾
青　森

 11m33 11m33

  2  3     2 水谷　　　颯(1)
ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ

青森聾
青　森

  9m65   9m59  9m65

  3  5   272 月田　　翔詠(2)
ﾂｷﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

宮城聴覚支援
宮　城

  8m83   8m93  8m93

  4  4   488 山崎　　優真(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾏ

福島聴覚支援
福　島

  6m31   6m60  6m60

  5  1   309 齋藤　　邑哉(3)
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ

秋田聴覚支援
秋　田

  5m87   5m85   5m91   6m25  6m25

  6  2   306 内山　　健太(1)
ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀ

秋田聴覚支援
秋　田

  4m53   4m86   4m89   5m20  5m20



男子　１部 やり投(0.800kg) 決勝  7月12日 10:40

大会記録  (GR)　　 48m74　　武者　　浩和 　　(山形)　 　1992

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   272 月田　　翔詠(2)
ﾂｷﾀﾞ ｼｮｳｴｲ

宮城聴覚支援
宮　城

  ×  26m80  29m82   ×  25m64  24m72 29m82

  2  3   165 水嶋　　貴一(1)
ﾐｽﾞｼﾏ ｷｲﾁ

盛岡聴覚支援
岩  手

  ×  21m80   ×   ×  18m98  29m81 29m81

  3  1     2 水谷　　　颯(1)
ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳ

青森聾
青　森

 26m13   ×   ×   ×  24m71  24m83 26m13

  4  2   168 黒沼　　　蓮(2)
ｸﾛﾇﾏ ﾚﾝ

盛岡聴覚支援
岩  手

 21m37  22m77  23m65  21m45   ×   × 23m65



女子　１部 １００ｍ 決勝  7月12日 10:30

大会記録　(GR)　　 13"4　 齋藤　　明子　　（秋田）　 1980

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   3   178 佐々木　来夢(3)
ｻｻｷ ﾗｲﾑ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   15.20

  2   6   172 奥村　　玲奈(2)
ｵｸﾑﾗ ﾚﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   15.35

  3   1   487 村上　　恵里(3)
ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ 福島聴覚支援  ・福　島   15.38

  4   8   173 多田　　伊吹(2)
ﾀﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   15.77

  5   2   409 石山　　美紅(2)
ｲｼﾔﾏ ﾐｸ 山形聾        ・山　形   15.81

  6   7   486 本田　　恵莉(3)
ﾎﾝﾀﾞ ｴﾘ 福島聴覚支援  ・福　島   16.09

  7   5   408 藤井　　夏愛(3)
ﾌｼﾞｲ ﾅﾂﾐ 山形聾        ・山　形   16.55

  8   4   481 木村　　結衣(2)
ｷﾑﾗ ﾕｲ 福島聴覚支援  ・福　島   16.58



女子　１部 ２００ｍ 決勝  7月12日 12:17

大会記録　(GR)　　 27"39　 小松　　彩香　　（秋田）　 2010

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   6   178 佐々木　来夢(3)
ｻｻｷ ﾗｲﾑ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   31.64

  2   5   487 村上　　恵里(3)
ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ 福島聴覚支援  ・福　島   32.23

  3   3   409 石山　　美紅(2)
ｲｼﾔﾏ ﾐｸ 山形聾        ・山　形   32.44

  4   4   173 多田　　伊吹(2)
ﾀﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   32.46

  5   7   408 藤井　　夏愛(3)
ﾌｼﾞｲ ﾅﾂﾐ 山形聾        ・山　形   35.12

  6   2   485 星　　　成美(2)
ﾎｼ ﾅﾙﾐ 福島聴覚支援  ・福　島   35.35

  7   8   171 熊谷　　愛美(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾐ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   35.87

  8   1   480 遠藤　　未羽(1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 福島聴覚支援  ・福　島   37.43



女子　１部 ４００ｍ 決勝  7月12日  9:41

大会記録　(GR)　　 62"00　 小松　　彩香　　（秋田）　 2010

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   176 松森　　玲奈(3)
ﾏﾂﾓﾘ ﾚﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  1:11.16

  2   4   172 奥村　　玲奈(2)
ｵｸﾑﾗ ﾚﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  1:15.87

  3   3   177 佐々木　来知(3)
ｻｻｷ ﾗｲﾁ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  1:17.35

  4   5   483 小沼　はるな(2)
ｺﾇﾏ ﾊﾙﾅ 福島聴覚支援  ・福　島  1:21.55



女子　１部 ８００ｍ 決勝  7月12日 11:48

大会記録  (GR) 　 2'51"73　福重　　沙織　　（宮城）　 2008

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   176 松森　　玲奈(3)
ﾏﾂﾓﾘ ﾚﾅ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  2:47.16 NGR

  2   4   177 佐々木　来知(3)
ｻｻｷ ﾗｲﾁ 盛岡聴覚支援  ・岩  手  3:09.99

  3   5   483 小沼　はるな(2)
ｺﾇﾏ ﾊﾙﾅ 福島聴覚支援  ・福　島  3:18.18

凡例（NGR:大会新記録）



女子　１部 走高跳 決勝  7月12日 10:40

大会記録  (GR)　　　1m48　　佐々木　優子 　　(宮城)　 　1980

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 0m90 0m95 1m00 1m05 1m10 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   485 星　　　成美(2)
ﾎｼ ﾅﾙﾐ

福島聴覚支援
福　島

-   -   o   o   x x x 1m05

  1  2   481 木村　　結衣(2)
ｷﾑﾗ ﾕｲ

福島聴覚支援
福　島

-   o   o   o   x x x 1m05



女子　１部 走幅跳 決勝  7月12日 12:31

大会記録  (GR)　　　4m70　　大沢　　克江 　　(宮城)　 　　1968

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   482 西戸　湖乃華(2)
ﾆｼﾄﾞ ｺﾉｶ

福島聴覚支援
福　島

  3m56
+0.4

  ×   3m42
+0.3

  3m48
+0.9

  －   3m45
+0.5

 3m56
+0.4

  2  1   175 阿部　　衣吹(2)
ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ

盛岡聴覚支援
岩  手

  3m10
+0.3

  ×   2m91
+0.0

  ×   ×   ×  3m10
+0.3



女子　１部 砲丸投(4.000kg) 決勝  7月12日 11:14

大会記録  (GR)　　 10m52 　 佐藤　　　優 　　(宮城)　 　　2006

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  2   484 平野　梨々香(2)
ﾋﾗﾉ ﾘﾘｶ

福島聴覚支援
福　島

  5m33   5m25   5m51  5m51

  2  3   486 本田　　恵莉(3)
ﾎﾝﾀﾞ ｴﾘ

福島聴覚支援
福　島

  4m70   5m11   5m27  5m27

  3  1   480 遠藤　　未羽(1)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｳ

福島聴覚支援
福　島

  3m90   －   3m97   4m15  4m15



女子　１部 やり投(0.600kg) 決勝  7月12日 10:25

大会記録  (GR)　　 38m85 　 佐藤　　　優 　　(宮城)　 　　1996

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   482 西戸　湖乃華(2)
ﾆｼﾄﾞ ｺﾉｶ

福島聴覚支援
福　島

 25m33  26m55  28m09  29m17  27m62  25m42 29m17

  2  1   175 阿部　　衣吹(2)
ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ

盛岡聴覚支援
岩  手

  ×  20m46  20m58   ×  19m13  19m44 20m58

  3  3   484 平野　梨々香(2)
ﾋﾗﾉ ﾘﾘｶ

福島聴覚支援
福　島

 19m56  18m41  20m47  17m37  16m87  19m15 20m47

  4  2   171 熊谷　　愛美(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾐ

盛岡聴覚支援
岩  手

 17m07  12m16  13m99  14m34  14m83  15m26 17m07



女子　２部 １００ｍ 決勝  7月12日 10:30

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.4

  1   9   179 佐々木　優花(1)
ｻｻｷ ﾕｳｶ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   16.87



女子　２部 ８００ｍ 決勝  7月12日 11:48

決勝
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2   412 奥山　　千鶴(1)
ｵｸﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ 山形聾        ・山　形  3:59.51



女子　２部 走幅跳 決勝  7月12日 12:15

決勝
試
順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 3回まで

の最高
4回以降
の試技順 4回目 5回目 6回目 記録 順位

  1   179 佐々木　優花(1)
ｻｻｷ ﾕｳｶ

盛岡聴覚支援
岩  手

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 

m
+･- . 



男子　１部 特設５０ｍ 決勝  7月12日 10:20

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   407 小玉　　洋介(2)
ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｽｹ 山形聾        ・山　形   12.10

  2   5   166 岩間　　吏叶(1)
ｲﾜﾏ ﾘｷｮｳ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   13.24



女子　１部 特設５０ｍ 決勝  7月12日 10:24

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   411 佐藤　　未亜(2)
ｻﾄｳ ﾐｱ 山形聾        ・山　形   10.18

  2   5   174 髙橋　　夏夢(2)
ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   14.53

  3   3   410 太田　菜々美(3)
ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 山形聾        ・山　形   17.61



男子　中学部 特設５０ｍ 決勝  7月12日 10:20

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   153 加藤　絢史郎(1)
ｶﾄｳｹﾝｼﾛｳ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   10.16



女子　中学部 特設５０ｍ 決勝  7月12日 10:24

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2   159 伊藤　　優希(1)
ｲﾄｳ ﾕｷ 盛岡聴覚支援  ・岩  手   10.48



男子　特設 ソフトボール投 決勝  7月12日 13:00

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  1   407 小玉　　洋介(2)
ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｽｹ

山形聾
山　形

 17m24  16m34 17m24

  2  2   153 加藤　絢史郎(1)
ｶﾄｳｹﾝｼﾛｳ

盛岡聴覚支援
岩  手

  9m91  12m97 12m97

  3  3   166 岩間　　吏叶(1)
ｲﾜﾏ ﾘｷｮｳ

盛岡聴覚支援
岩  手

 12m65  12m31 12m65

  4  4   156 菊池　　直哉(3)
ｷｸﾁ ﾅｵﾔ

盛岡聴覚支援
岩  手

  0m35   0m82  0m82



 

女子　特設 ソフトボール投 決勝  7月12日 13:00

決勝

順位 試
順

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  4   411 佐藤　　未亜(2)
ｻﾄｳ ﾐｱ

山形聾
山　形

 15m50  11m94 15m50

  2  3   159 伊藤　　優希(1)
ｲﾄｳ ﾕｷ

盛岡聴覚支援
岩  手

  7m67  10m19 10m19

  3  2   410 太田　菜々美(3)
ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ

山形聾
山　形

  9m14   9m63  9m63

  4  1   174 髙橋　　夏夢(2)
ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ

盛岡聴覚支援
岩  手

  9m03   9m50  9m50


