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第２回北上フィールド競技会 2015年8月16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　一般の部 8/16 走高跳 源内　　寛己 2m00 細川　　翔平 1m85 飯田　　拓磨 1m85 同順：森　　　慶太 1m85 小田　　幹雄 1m85 佐々木　尚紀 1m80 彦坂　　幸毅 1m75

慶応義塾大学･岡山 国際武道大学･岩手 岩手大学･岩手 慶応義塾大学･神奈川 東北文化学園専教員･宮城 日本体育大学･岩手 宮城陸協･宮城

男子　一般の部 8/16 棒高跳 小野寺　　晃 5m43 後藤　　瑞樹 5m00 三宅　　　怜 4m70 熊谷　　真倫 4m70 伊藤　　健太 4m20 星　　　桂太 4m20 阿部　　丈斗 4m20 柏山　　　光 3m80
佐沼PVC･宮城 NGR 仙台大学･岩手 NGR 仙台大学･岩手 岩手大学･岩手 仙台大学･岩手 佐沼PVC･宮城 仙台大学･北海道 佐沼PVC･宮城

男子　一般の部 8/16 走幅跳 内田　　梓文 7m39 池内　　翔太 7m21 伊藤　　丈晃 7m01 高橋　　夏偉 7m00 田中　　裕丸 6m99 竹腰　　清亮 6m94 三浦　　　颯 6m80 前川　　政人 6m72
岩手大学･岩手 +1.7 NGR 日本大学･滋賀 +0.3 NGR 慶応義塾大学･福島 +2.0 仙台大学･秋田 +1.8 北上市役所･岩手 +0.1 日本大学･大阪 +2.4 日本大学･東京 +1.0 岩手陸協･岩手 +1.3 

男子　一般の部 8/16 三段跳 児島　　有伸 15m46 鈴木　　喜成 14m88 菊池　　真生 14m66 葛尾　　欣児 14m09 飯田　　拓磨 13m56 野木　　靖郁 13m39 熊谷　　雅樹 13m38 熊谷　　公冶 13m36
慶応義塾大学･福岡 +2.6 NGR 慶応義塾大学･神奈川 +1.7 NGR 慶応義塾大学･東京 +1.7 NGR 盛岡第三高教員･岩手 +0.6 NGR 岩手大学･岩手 +0.1 慶応義塾大学･東京 +0.0 秋田大･宮城 +0.1 仙台大学･岩手 +2.3 

男子　一般の部 8/16 砲丸投 山岡　　　海   8m45
(7.260kg) 慶応義塾大学･神奈川

男子　一般の部 8/16 円盤投 堀内　　隆仁  40m44 鈴木　　恒太  37m90 千葉　　拓未  30m63 高橋　　　陸  28m87 山岡　　　海  27m69 金今　　裕樹  17m23
(2.000kg) 慶応義塾大学･東京 NGR 日本体育大学･岩手 NGR 岩手県立大学･岩手 岩手県立大学･岩手 慶応義塾大学･神奈川 平舘高教員･岩手

男子　一般の部 8/16 やり投 恵良　　友也  69m59 後川　　大和  55m76 進藤　　恭孝  54m90 内藤　　　勝  53m13 高橋　　一徳  52m21 佐々木雄太郎  51m96 洞　　　祐介  42m68 金今　　裕樹  32m13
(0.800kg) 日本体育大学･福岡 NGR 秋田大･岩手 TeamAstar･宮城 岩手大学･岩手 北上市役所･岩手 釜石市陸協･岩手 仙台大学･岩手 平舘高教員･岩手

女子　一般の部 8/16 走高跳 佐藤　　綾香 1m60 高橋　　麗佳 1m55 太田　万致子 1m45
宮城陸協･宮城 岩手陸協･岩手 日本大学･秋田

女子　一般の部 8/16 棒高跳 下田　　美穂 3m10
岩手大学･岩手

女子　一般の部 8/16 走幅跳 鈴木　　利佳 5m48 太田　万致子 5m41 石原　　菜美 5m41 白井　　杏奈 5m30
日本大学･神奈川 +1.0 NGR 日本大学･秋田 +2.0 NGR 慶応義塾大学･埼玉 +0.3 NGR 日本大学･群馬 +1.1 

女子　一般の部 8/16 三段跳

女子　一般の部 8/16 円盤投 長谷川　千穂  37m98
(1.000kg) 日本体育大学･岩手

男子　高校の部 8/16 走高跳 高橋　　佳五 2m00 鈴木　　　諒 1m90 大和　　功児 1m75
盛岡南高･岩手 NGR 泉松陵高･宮城 NGR 専修大学北上高･岩手

男子　高校の部 8/16 棒高跳 並岡　　真生 4m40 菊池　　　佑 4m00 西舘　　陽真 3m80 刈谷　　春樹 3m80 鈴木　　隼斗 3m60 滝川　　聖也 3m60
黒沢尻北高･岩手 NGR 黒沢尻工高･岩手 盛岡南高･岩手 盛岡南高･岩手 黒沢尻工高･岩手 盛岡市立高･岩手

男子　高校の部 8/16 走幅跳 佐々木　幹斗 6m76 松村　　五壽 6m48 千葉　　　樹 6m24 金井　　　琳 6m16 刈谷　　拓弥 5m95 郷右近　駿太 5m74 川下　　大輔 5m71 越戸　　大貴 5m60
盛岡南高･岩手 +2.5 NGR 花巻東高･岩手 +2.6 千厩高･岩手 +1.9 盛岡第三高･岩手 +0.5 高田高･岩手 +2.0 盛岡第四高･岩手 +1.1 花巻南高･岩手 +0.1 盛岡工高･岩手 +0.6 

男子　高校の部 8/16 三段跳 及川　　知浩 13m78 松村　　五壽 13m10 金井　　　琳 12m92 伊藤　　翔太 12m92 小野寺　　純 12m56 郷右近　駿太 12m32 渡邉　　秀平 12m00 菊地　　元紀 11m79
黒沢尻北高･岩手 +0.6 花巻東高･岩手 +0.1 盛岡第三高･岩手 +1.1 花巻東高･岩手 +3.0 盛岡南高･岩手 +1.8 盛岡第四高･岩手 +2.0 専修大学北上高･岩手 +1.1 盛岡南高･岩手 +0.8 

男子　高校の部 8/16 砲丸投 畠山　　大知  13m28 佐藤　　文哉  12m74 辻村　　侑也  12m40 長谷川　　陸  10m99 石川　　優大  10m95 吉田　　考志  10m91 菅野　　海人  10m19 駒木　　一樹  10m04
(6.000kg) 水沢第一高･岩手 盛岡南高･岩手 盛岡工高･岩手 水沢第一高･岩手 水沢第一高･岩手 一関第二高･岩手 高田高･岩手 盛岡中央高･岩手

男子　高校の部 8/16 円盤投 畠山　　大知  37m27 吉田　　陸駆  34m39 畠山　　圭太  33m26 和田　　康太  32m55 吉田　　考志  31m37 熊谷　　翔太  30m39 梅木　　健太  29m93 辻村　　侑也  29m83
(1.750kg) 水沢第一高･岩手 NGR 住田高･岩手 平舘高･岩手 盛岡工高･岩手 一関第二高･岩手 千厩高･岩手 黒沢尻工高･岩手 盛岡工高･岩手

男子　高校の部 8/16 やり投 目時　　　崚  56m26 畠山　　圭太  52m78 柴田　　　聖  46m85 紺野　　　岬  46m48 小山　　　燎  44m72 佐藤　　文哉  43m89 吉田　　陸駆  42m66 藤村　　　孟  42m57
(0.800kg) 盛岡第四高･岩手 NGR 平舘高･岩手 NGR 盛岡南高･岩手 大船渡東高･岩手 水沢第一高･岩手 盛岡南高･岩手 住田高･岩手 盛岡工高･岩手

女子　高校の部 8/16 走高跳 今野　　萌香 1m50 立花　恵梨奈 1m50 大森　　比芽 1m45 姉帯　　舞華 1m45 高橋　　奈々 1m40 同順：堀内　　美咲 1m40 同順：田中　　千代 1m40 同順：多田　　夏海 1m40
北上翔南高･岩手 NGR 盛岡誠桜高･岩手 NGR 北上翔南高･岩手 盛岡市立高･岩手 金ヶ崎高･岩手 水沢第一高･岩手 盛岡第三高･岩手 盛岡誠桜高･岩手

女子　高校の部 8/16 棒高跳 笠原　　奈菜 3m50 菊池　　美羽 2m70 岩渕　　璃音 2m10
佐沼高･宮城 NGR 黒沢尻工高･岩手 水沢第一高･岩手

女子　高校の部 8/16 走幅跳 村上　　舞菜 5m65 濱田　　優姫 5m44 中澤　　椿希 5m41 齋藤　　春菜 5m08 菅野　絵梨奈 4m97 黒澤　　果令 4m95 高橋　　三冬 4m94 藤原　　千夏 4m74
盛岡南高･岩手 +1.1 NGR 北上翔南高･岩手 +3.8 NGR 盛岡誠桜高･岩手 +2.6 =GR 北上翔南高･岩手 +1.3 盛岡南高･岩手 +1.1 盛岡第三高･岩手 +0.4 盛岡第三高･岩手 +2.5 盛岡南高･岩手 +1.1 

女子　高校の部 8/16 三段跳 中澤　　椿希 10m93 齋藤　　春菜 10m86 小田島　杏美 10m09 吉田　　桃子 10m05
盛岡誠桜高･岩手 +1.9 NGR 北上翔南高･岩手 +3.1 NGR 北上翔南高･岩手 +0.3 北上翔南高･岩手 +1.1 

女子　高校の部 8/16 砲丸投 石山　　桂子  12m26 岡﨑　　　楓   9m90 四役　ひかり   9m60 髙橋　　汐里   8m42 山口　　明那   8m05 田中　　夢衣   7m86 小野寺　杏実   6m19 佐藤　　彩乃   5m53
(4.000kg) 盛岡南高･岩手 NGR 大船渡東高･岩手 久慈高･岩手 水沢商業高･岩手 盛岡大附属高･岩手 盛岡第四高･岩手 一関第二高･岩手 水沢第一高･岩手

女子　高校の部 8/16 円盤投 浅沼　　花南  36m96 菅野　　由真  32m18 岡﨑　　　楓  31m70 水野　ありさ  26m73 四役　ひかり  25m60 八重樫　美南  24m75 山本　　　蘭  24m51 田島　　紗耶  23m51
(1.000kg) 北上翔南高･岩手 NGR 黒沢尻北高･岩手 NGR 大船渡東高･岩手 住田高･岩手 久慈高･岩手 水沢第一高･岩手 水沢第一高･岩手 北上翔南高･岩手

女子　高校の部 8/16 やり投 浅沼　　花南  34m00 菅原　　茉愛  31m75 安部　　萌絵  30m38 田島　　紗耶  27m68 三宅　　里奈  26m55 田中　　夢衣  25m81 今野　　萌香  25m48 山本　　　蘭  24m31
(0.600kg) 北上翔南高･岩手 水沢工高･岩手 岩谷堂高･岩手 北上翔南高･岩手 水沢第一高･岩手 盛岡第四高･岩手 北上翔南高･岩手 水沢第一高･岩手

㊞

㊞

出場者なし

審判長   高橋   憲 

記録主任  小野寺 武

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


