
大会名：第65回岩手県高等学校新人陸上競技大会 総　　務： 阿　部　　　忠

【大会ｺｰﾄﾞ】 14031002 審 判 長： 清　水　茂　幸
【開 催 日】 平成26年 9月5日(金)～8日(月)

【主催団体】 岩手県高等学校体育連盟　他4団体 決勝記録一覧表 記録主任： 遠　藤　文　敬

(GR:大会新) 男  子 【競技場】岩手県営運動公園陸上競技場[032020]
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 9/ 6  -2.2 菅野    海成(2) 11.05 佐藤    嘉展(2) 11.23 深澤      快(2) 11.39 小原    貴生(2) 11.42 及川    知浩(2) 11.49 藤澤    真治(1) 11.52 八重樫  悠摩(2) 11.57 皆川    紘汰(1) 11.84
１００ｍ 盛岡南 盛岡中央 盛岡第四 一関第二 黒沢尻北 宮古商業 盛岡南 北上翔南

 9/ 8  -1.5 佐々木  愛斗(2) 21.83 菅野    海成(2) 22.24 佐藤    嘉展(2) 22.64 小原    勇汰(2) 22.84 佐々木  優希(2) 23.43 都鳥  未来也(2) 23.46 佐々木  康太(2) 23.48 菅原    怜央(2) 23.94
２００ｍ 盛岡南 GR 盛岡南 盛岡中央 花巻東 宮古商業 盛岡第三 宮古商業 一関第一

 9/ 5 佐々木  愛斗(2) 48.05 櫻岡    流星(2) 49.56 種綿      崚(1) 50.78 髙橋    勇佑(2) 51.04 藤澤    真治(1) 51.15 後藤    政宣(2) 51.70 金子      照(2) 52.40 菅原    陸斗(2) 56.00
４００ｍ 盛岡南 GR 盛岡南 盛岡南 宮古 宮古商業 北上翔南 水沢工業 花巻北

 9/ 7 櫻岡    流星(2) 1:54.05 森      北斗(2) 1:56.89 玉澤    拓海(2) 1:57.28 後藤    政宣(2) 1:57.83 伊藤    綾人(2) 1:59.31 盛田    大地(2) 2:03.67 宮﨑    純一(1) 2:05.57
８００ｍ 盛岡南 GR 花巻北 種市 北上翔南 一関第二 盛岡第四 盛岡南

 9/ 5 佐々木  聖和(2) 4:03.75 松橋    勝也(2) 4:07.55 八重樫    涼(1) 4:09.73 玉澤    拓海(2) 4:12.55 佐藤    光哉(2) 4:12.74 伊藤    幹也(2) 4:14.28 山田    拓斗(2) 4:15.94 千葉    勇輝(1) 4:16.21
１５００ｍ 一関学院 盛岡第三 盛岡南 種市 一関第一 一関学院 盛岡中央 専修大学北上

 9/ 7 佐々木  聖和(2) 15:05.07 仲田    陽一(2) 15:23.52 山田    拓斗(2) 15:27.78 伊藤    幹也(2) 15:32.16 浅井    崚雅(1) 15:36.72 廣野    智也(1) 15:54.26 柿木    郁人(1) 15:59.61 松橋    勝也(2) 16:00.09
５０００ｍ 一関学院 一関第一 盛岡中央 一関学院 一関学院 専修大学北上 専修大学北上 盛岡第三

 9/ 8  -0.6 田代    優仁(2) 14.78 佐々木    嵩(1) 15.41 工藤      洸(2) 15.47 大内    豪樹(1) 16.02 鎌田    直志(1) 16.44 熊谷    慎吾(1) 16.61 菊池    文太(1) 17.11 菊池    開成(2) 18.12
１１０ｍＨ 盛岡第四 GR 盛岡第一 盛岡市立 盛岡南 盛岡市立 専修大学北上 黒沢尻北 盛岡第一

 9/ 7 田代    優仁(2) 54.41 佐々木    嵩(1) 56.16 工藤      洸(2) 56.69 金子      照(2) 57.67 正木    大雅(2) 57.85 菅原    陸斗(2) 58.09 種綿      崚(1) 58.24 小原    秀人(2) 1:00.32
４００ｍＨ 盛岡第四 ※ 盛岡第一 盛岡市立 水沢工業 盛岡南 花巻北 盛岡南 花巻南

 9/ 8 柴田      樹(2) 9:46.58 小久保  龍弥(2) 9:49.30 柴田    笙平(2) 9:55.15 長野    志信(1) 9:57.17 熊谷    真澄(1) 10:03.68 三上    寛也(2) 10:04.71 下山    孔輝(2) 10:05.90 工藤    淳平(2) 10:06.45
３０００ｍＳＣ 花巻北 大船渡東 一関学院 専修大学北上 高田 久慈 盛岡第三 一関学院

 9/ 6 菅原    康平(2) 23:41.84 菅原    直人(2) 24:26.15 都鳥    一樹(1) 24:34.23 佐々木  亮太(2) 24:38.47 稲荷森  輝一(2) 24:48.45 折居      涼(2) 24:57.72 野呂    汰成(2) 26:17.39 川村    佑真(2) 28:06.17
５０００ｍ競歩 花巻北 黒沢尻北 花巻北 一関第一 盛岡第一 黒沢尻工業 遠野緑峰 盛岡市立

 9/ 6 盛岡南       42.75 盛岡第四       43.14 花巻東       43.28 黒沢尻北       43.91 盛岡中央       44.52 盛岡工業       45.27 盛岡第三       46.04
４×１００ｍ 八重樫  悠摩(2) 西村    昇悟(1) 新田    夏樹(1) 髙橋    大輝(1) 池田    光杜(2) 熊谷    一真(2) 菊地    剛弘(2)

種綿      崚(1) 田代    優仁(2) 小原    勇汰(2) 及川    知浩(2) 吉田    壮真(2) 大林      優(2) 西舘      大(2)
正木    大雅(2) 渡辺    修平(2) 菊池    俊哉(1) 齋藤      慶(2) 高屋敷    開(1) 岩崎      涼(2) 藤原    政茂(2)
佐々木  愛斗(2) 深澤      快(2) 鎌田      皇(1) 並岡    真生(1) 佐藤    嘉展(2) 生方    直季(1) 金井      琳(1)

 9/ 8 盛岡南     3:15.58 花巻東     3:24.60 盛岡第三     3:25.52 盛岡第四     3:26.13 久慈     3:27.24 盛岡工業     3:28.56 花巻北     3:31.96 宮古商業     3:32.99
４×４００ｍ 菅野    海成(2) GR 小原    勇汰(2) 藤原    政茂(2) 西村    昇悟(1) 大向      到(1) 岩崎      涼(2) 月折  真之助(2) 佐々木  康太(2)

種綿      崚(1) 佐藤      翔(1) 西舘      大(2) 盛田    大地(2) 岩脇    達也(2) 小笠原    剛(1) 森      北斗(2) 藤澤    真治(1)
櫻岡    流星(2) 新田    夏樹(1) 金井      琳(1) 佐々木  啓佑(2) 皀      海維(1) 生方    直季(1) 菅原    陸斗(2) 芳賀    啓介(2)
佐々木  愛斗(2) 菊池    俊哉(1) 橋本    優貴(2) 田代    優仁(2) 新山    諒介(2) 菊田      航(2) 髙橋    敦哉(2) 佐々木  優希(2)

 9/ 7 植田  恵ルイ(2) 1.92 高橋    佳五(1) 1.86 岡崎    圭汰(1) 1.86 佐藤      愁(2) 1.83 小野寺    純(1) 1.75 髙橋      潤(1) 1.75 渡邉    秀平(1) 1.65
走高跳 盛岡南 盛岡南 黒沢尻北 不来方 盛岡南 一関第一 専修大学北上

 9/ 5 並岡    真生(1) 4.50 都鳥  未来也(2) 4.20 大溝    樹生(2) 4.00 瀬戸      翼(2) 3.70 鈴木    隼斗(1) 3.30 千葉    隆寛(2) 2.90 佐々木  優英(2) 2.90 菊池      佑(1) 2.90
棒高跳 黒沢尻北 盛岡第三 盛岡市立 黒沢尻工業 黒沢尻工業 大東 高田 黒沢尻工業

 9/ 5 菊池    俊哉(1) 黒渕    晃太(2) 佐藤    寿樹(2) 松村    五壽(1) 松木    飛龍(1) 八重樫  悠摩(2) 金井      琳(1) 髙橋  恭太郎(2)
走幅跳 花巻東 6.65(+0.4) 専修大学北上 6.60(+1.9) 専修大学北上 6.57(+4.1) 花巻東 6.54(+1.0) 盛岡南 6.53(+1.2) 盛岡南 6.32(+2.6) 盛岡第三 6.26(+1.9) 一関第二 6.20(+0.8)

 9/ 8 佐藤    寿樹(2) 及川    知浩(2) 伊藤    翔太(2) 髙橋  恭太郎(2) 阿部    智幸(2) 松村    五壽(1) 小野寺    純(1) 岡崎    圭汰(1)
三段跳 専修大学北上 13.94(+1.2) 黒沢尻北 13.83(+0.8) 花巻東 13.28(+2.0) 一関第二 13.10(+2.6) 盛岡市立 13.06(+0.3) 花巻東 12.76(+1.5) 盛岡南 12.61(+0.8) 黒沢尻北 12.58(+1.5)

 9/ 6 風張  鼓太郎(2) 14.90 後藤    興大(1) 12.89 佐々木  敬祐(2) 12.76 畠山    大知(1) 12.43 渕元    泰佐(2) 12.41 山口    滉貴(2) 12.10 石川    優大(1) 11.09 奥地    唯斗(1) 10.96
砲丸投(6.000kg) 水沢第一 GR 一関第一 釜石 水沢第一 高田 盛岡中央 水沢第一 久慈

 9/ 8 風張  鼓太郎(2) 37.23 長沼      元(2) 34.26 吉田    涼太(2) 33.85 齊藤      亘(2) 33.46 佐々木  敬祐(2) 33.07 葛西    海飛(2) 31.96 畠山    大知(1) 31.59 畠中    啓之(1) 30.69
円盤投(1.750kg) 水沢第一 高田 高田 盛岡工業 釜石 大船渡東 水沢第一 釜石商工

 9/ 5 高野    大哉(2) 44.11 石川    優大(1) 37.10 三浦    稜太(2) 36.43 佐藤      翔(2) 35.32 久慈    航暉(1) 35.20 佐々木  施那(2) 33.16 朝倉      大(1) 32.19 松浦    良太(1) 32.11
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 盛岡工業 水沢第一 水沢工業 水沢第一 盛岡工業 住田 黒沢尻工業 軽米

 9/ 7 長沼      元(2) 60.48 道下      遼(2) 53.06 葛西    海飛(2) 51.84 高橋    慶光(2) 50.61 畠山    圭太(2) 49.45 佐藤      翔(2) 49.36 吉田    陸駆(2) 48.18 目時      崚(1) 47.38
やり投(0.800kg) 高田 盛岡第三 大船渡東 大船渡東 平舘 水沢第一 住田 盛岡第四

 9/ 6 植田  恵ルイ(2) 4443 鎌田    直志(1) 4119 澤口    翔太(2) 4098 阿部    智幸(2) 3950 松館  龍之介(2) 3878 和賀    豊幸(2) 3738 菊池    開成(2) 3658 賀口    尋斗(1) 3629
八種競技 盛岡南 盛岡市立 葛巻 盛岡市立 盛岡南 花巻北 盛岡第一 盛岡南

※400mH準決勝において、田代優仁（盛岡第四）が大会新（53.41）を記録



大会名：第65回岩手県高等学校新人陸上競技大会 総　　務： 阿　部　　　忠

【大会ｺｰﾄﾞ】 14031002 審 判 長： 清　水　茂　幸
【開 催 日】 平成26年 9月5日(金)～8日(月)

【主催団体】 岩手県高等学校体育連盟　他4団体 決勝記録一覧表 記録主任： 遠　藤　文　敬
(GR:大会新) 女  子 【競技場】岩手県営運動公園陸上競技場[032020]

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 9/ 6  -1.2 川村    知巳(2) 12.23 田子    柚乃(2) 12.66 西村    花菜(2) 12.85 小野寺  優香理(1) 12.95 菅原    実咲(2) 13.06 小野寺かすみ(2) 13.06 村上    舞菜(2) 13.22 熊谷    あい(1) 13.46
１００ｍ 盛岡第一 花巻北 北上翔南 盛岡誠桜 黒沢尻北 一関第二 盛岡南 盛岡誠桜

 9/ 8  -0.3 川村    知巳(2) 25.10 田子    柚乃(2) 25.95 根子    星花(2) 26.31 西村    花菜(2) 26.31 小野寺  那海(2) 26.37 菅原    実咲(2) 26.49 熊谷    あい(1) 26.92 小野寺優香理(1) 27.20
２００ｍ 盛岡第一 花巻北 盛岡誠桜 北上翔南 盛岡南 黒沢尻北 盛岡誠桜 盛岡誠桜

 9/ 5 吉川    侑花(2) 58.65 根子    星花(2) 59.74 佐藤    愛理(2) 59.94 芋田    琴絵(1) 1:00.01 吉田    朱里(1) 1:01.18 榊      瑠夏(2) 1:01.62 玉澤    朋果(2) 1:01.69 照井    沙希(2) 1:02.69
４００ｍ 北上翔南 盛岡誠桜 花巻北 北上翔南 盛岡誠桜 宮古商業 盛岡第二 花巻南

 9/ 8 米倉    桃香(1) 2:21.27 ﾃﾞﾚｵﾝｼﾞｬﾝﾆｯｶ(2) 2:21.90 小山田  京香(1) 2:22.04 大戸    里桜(1) 2:22.91 小笠原    芽(1) 2:25.20 駿河    泉希(1) 2:26.10 杉原    由佳(2) 2:26.63 玉澤    朋果(2) 2:29.03
８００ｍ 盛岡市立 花巻東 盛岡南 黒沢尻北 盛岡第四 盛岡誠桜 盛岡誠桜 盛岡第二

 9/ 6 砂川    真穂(2) 4:34.39 髙橋    優菜(1) 4:40.17 武田    晴那(2) 4:47.99 戸埜村  比菜(2) 4:48.53 小野寺  晴菜(2) 4:51.15 佐藤    真生(2) 4:55.02 中村    琴美(2) 4:55.23 大戸    里桜(1) 4:58.57
１５００ｍ 盛岡誠桜 GR 盛岡第四 盛岡誠桜 盛岡市立 花巻北 盛岡誠桜 盛岡市立 黒沢尻北

 9/ 8 髙橋    優菜(1) 9:55.04 砂川    真穂(2) 10:02.03 志和    真純(2) 10:14.23 武田    晴那(2) 10:25.42 小野寺  晴菜(2) 10:28.41 菊池      葵(2) 10:32.54 戸埜村  比菜(2) 10:33.49 切金      葵(2) 10:49.10
３０００ｍ 盛岡第四 盛岡誠桜 盛岡誠桜 盛岡誠桜 花巻北 花巻東 盛岡市立 久慈

 9/ 8  -0.2 佐々木    天(2) 14.36 斉藤    春菜(2) 16.00 鷹觜    三奈(2) 16.09 佐々木  双葉(1) 16.14 大石    桃香(1) 16.31 菊地      碧(2) 16.62 高橋    みゆ(2) 16.79 佐藤    未来(1) 16.99
１００ｍＨ 盛岡第一 GR 北上翔南 盛岡南 盛岡誠桜 花巻北 水沢第一 花巻東 盛岡誠桜

 9/ 7 芋田    琴絵(1) 1:04.96 吉川    侑花(2) 1:05.37 高橋    みゆ(2) 1:05.60 仲村    見来(2) 1:06.31 澤里  さつき(2) 1:06.93 菊地      碧(2) 1:08.65 澤瀬    未玖(2) 1:09.56 吉田    実優(2) 1:12.02
４００ｍＨ 北上翔南 北上翔南 花巻東 久慈東 久慈 水沢第一 盛岡誠桜 盛岡第一

 9/ 5 ２０００ｍＳＣ 切金      葵(2) 7:32.97 久保田  萌希(1) 7:53.01 榎本    聖奈(2) 8:15.32 千葉    美穂(2) 9:23.57 鈴木    麗菜(2) 9:46.56
(OP) 久慈 盛岡第三 盛岡市立 大東 大東

 9/ 5 山口    花生(2) 28:53.33 髙橋    春花(2) 29:26.15 千田    菜摘(2) 30:30.66 石山  穂乃花(1) 30:38.50 照井    純美(1) 32:34.70 藤原  紗弥香(1) 35:49.05
５０００ｍ競歩 盛岡第一 黒沢尻北 北上翔南 釜石 北上翔南 釜石

 9/ 6 盛岡第一       48.35 北上翔南       49.29 盛岡南       50.16 盛岡誠桜       50.30 花巻北       50.60 花巻南       51.77 水沢第一       52.09 盛岡第四       52.12
４×１００ｍ 高橋  日菜子(2) 三島木  有南(1) 藤原    千夏(1) 中澤    椿希(2) 齋藤    楽々(2) 阿部    春香(2) 岩渕    璃音(1) 村松    美音(1)

佐々木    天(2) 西村    花菜(2) 村上    舞菜(2) 熊谷    あい(1) 田子    柚乃(2) 下川    彩香(1) 高橋    麻衣(1) 中村    美那(2)
阿部    麗菜(1) 吉川    侑花(2) 鷹觜    三奈(2) 小野寺  優香理(1) 佐藤    愛理(2) 小野寺    柚(1) 小野    綺音(2) 佃    こころ(2)
川村    知巳(2) 斉藤    春菜(2) 小野寺  那海(2) 佐々木  双葉(1) 長根    史依(1) 照井    沙希(2) 菊地      碧(2) 佐藤  里佳子(1)

 9/ 8 北上翔南     3:54.77 盛岡第一     3:59.14 盛岡誠桜     4:04.28 黒沢尻北     4:05.65 盛岡市立     4:14.10 盛岡第二     4:14.77 盛岡第四     4:18.03 花巻南     4:20.03
４×４００ｍ 西村    花菜(2) GR 佐々木    天(2) 吉田    朱里(1) 神尾      麗(2) 落合      玲(2) 玉澤    朋果(2) 中村    美那(2) 下川    彩香(1)

吉川    侑花(2) 阿部    麗菜(1) 猪股    沙紀(1) 菅原    実咲(2) 米倉    桃香(1) 小野寺  紗矢(1) 駒井    理咲(2) 照井    沙希(2)
芋田    琴絵(1) 高橋  日菜子(2) 熊谷    あい(1) 大戸    里桜(1) 戸埜村  比菜(2) 畠山    華穂(1) 小笠原    芽(1) 阿部    春香(2)
斉藤    春菜(2) 川村    知巳(2) 根子    星花(2) 佐々木こころ(2) 近藤      颯(2) 吉田  美寿紀(1) 仙台  さと実(1) 佐々木あゆみ(2)

 9/ 6 近藤      颯(2) 1.56 栁村    海希(2) 1.50 照井    千聖(2) 1.50 齊藤    リナ(2) 不来方 1.45 西尾    京佳(2) 1.45 中村    朱花(2) 1.45 大森 比芽(1)北上翔南1.40
走高跳 盛岡市立 盛岡第一 花巻北 佐藤    美憂(2) 花巻東 盛岡第四 久慈東 落合   玲(2)盛岡市立

立花恵梨奈(1)盛岡誠桜
 9/ 5 棒高跳 菊池    美羽(1) 2.30 神戸  菜々子(2) 1.90

(OP) 黒沢尻工業 盛岡市立
 9/ 7 佐々木    天(2) GR 濱田    優姫(1) 村上    舞菜(2) 高橋  日菜子(2) 斉藤    春菜(2) 長根    史依(1) 中澤    椿希(2) 高橋    三冬(1)

走幅跳 盛岡第一 5.62(+0.9) 北上翔南 5.42(+1.2) 盛岡南 5.40(+1.1) 盛岡第一 5.37(0.0) 北上翔南 5.28(0.0) 花巻北 5.19(+2.1) 盛岡誠桜 5.17(+2.4) 盛岡第三 5.04(+0.8)
 9/ 8 三段跳 高橋  日菜子(2) 中澤    椿希(2) 斉藤    春菜(2) 吉田    桃子(1) 鈴木    桃衣(1) 小向    悠里(1) 細越      星(2) 鎌田    桜子(2)

(OP) 盛岡第一 10.91(+1.3) 盛岡誠桜 10.71(+2.0) 北上翔南 10.63(+1.7) 北上翔南 10.18(-0.1) 盛岡第三 10.13(-0.3) 宮古 9.98(0.0) 宮古 9.84(+0.4) 千厩 9.48(+0.9)
 9/ 8 石山    桂子(2) 11.90 星      京香(2) 10.41 菅原    百香(1) 10.26 岡﨑      楓(1) 9.49 浅沼    花南(1) 9.46 菅野    美穂(2) 9.45 澤里  さつき(2) 9.37 佐々木  麻奈(2) 9.22

砲丸投(4.000kg) 盛岡南 水沢第一 一関第一 大船渡東 北上翔南 盛岡北 久慈 北上翔南
 9/ 6 岩亀    里南(2) 32.62 佐々木  麻奈(2) 29.67 菅原    百香(1) 29.60 浅沼    花南(1) 29.31 水野  ありさ(2) 29.25 石山    桂子(2) 27.95 星      京香(2) 27.14 上平    花菜(2) 26.84

円盤投(1.000kg) 花巻東 北上翔南 一関第一 北上翔南 住田 盛岡南 水沢第一 種市
 9/ 5 ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 星      京香(2) 31.51 高橋    莉奈(2) 31.14 八重樫  美南(1) 28.18 小野寺  詩子(1) 26.76 佐藤  恵美里(2) 25.56 黒井    文香(2) 23.20 齋藤    美保(2) 19.64 岡﨑      楓(1) 18.91

(OP) 水沢第一 水沢第一 水沢第一 大船渡東 岩谷堂 黒沢尻北 岩谷堂 大船渡東
 9/ 5 小野    綺音(2) 38.93 沢田  明日香(2) 36.21 菅原  小百合(2) 35.53 佃    こころ(2) 33.09 佐藤    菜美(2) 32.75 太田  はるか(2) 31.57 樋岡    和音(1) 27.49 柵山    美穂(2) 27.48

やり投(0.600kg) 水沢第一 福岡 一関第一 盛岡第四 一関第一 水沢第一 花巻東 花北青雲
 9/ 8 照井    千聖(2) 3801 栁村    海希(2) 3775 小野    綺音(2) 3770 渡辺    美樹(2) 3152 齊藤    リナ(2) 2937 佐藤  里佳子(1) 2905 大森    比芽(1) 2549 三浦    快嶺(1) 2529

七種競技 花巻北 盛岡第一 水沢第一 一戸 不来方 盛岡第四 北上翔南 千厩


