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2023岩手ベイ・チャレンジ陸上1st

スタートリスト（暫定版）

期日　2023年3月19日(日)

会場　宮古運動公園陸上競技場

≪注意≫

●このスタートリストは暫定版です。大会当日までに修正する場合があります。
　本リストで、エントリー漏れや誤りがないか確認してください。

　⇒修正等が必要な場合は、３月９日(木) までに、宮古市陸上競技協会に
　　修正内容をメールまたはＳＭＳで連絡すること。

●修正の影響が大きい場合のみ（組数の増減など）、修正後のリストを再掲載
　します。

●アスリートビブスは各自で用意してください。
　（開催要項の12を参照のこと。）

●（一財）岩手陸上競技協会ホームページに掲載している
　「2022新型コロナウイルス感染防止対策」を確認のうえ、大会当日は、
　選手及び観戦者ともに「体調チェック記録票」を受付（メインスタンド下）
　に提出してください。

【連絡先】 宮古市陸上競技協会

メールアドレス： miyako.rikujou@gmail.com

電話（SMS送信先）：080-1827-3743



高校・一般男子100m（第１レース）

3月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ 福　島 ｷｸﾁ ﾄﾑ 岩　手

1 384 髙橋　郁人 FA-JETS 1 443 菊池　叶夢(2) 花巻東高
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 岩　手 ﾜｸﾀ ｱﾔﾄ 岩　手

2 20 佐藤　武瑠 北上ＧＡＣ 2 486 涌田　彩聖(2) 宮古商工高
ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮　城 ｻｻｷ ｿｳﾀ 岩　手

3 1307 佐々木　拓哉(2) 柴田高 3 483 佐々木　壮太(2) 宮古商工高
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾄ 秋　田 ﾔｼﾏ ﾊﾙﾄ 宮　城

4 238 高橋　翔斗 湯沢雄勝陸協 4 1398 八島　遥斗(1) 伊具高
ｽﾄｳ ｼｭﾝ 青　森 ｵﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 岩　手

5 1015 須藤　駿(4) 弘前大 5 147 小原　志音(2) 北上翔南高
ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ 静　岡 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 岩　手

6 316 菅野　嗣 田子重 6 2002 山本　雄太郎 JA岩手県中央会

ｱｵﾔﾏ ｱｵﾄ 秋　田 ｶﾘﾔ ﾘｮｳｼﾞ 岩　手

7 2016 青山　碧透(3) 秋大医陸 7 2003 刈谷　涼時(1) 岩手大
ﾐﾂﾔ ﾄｳﾑ 青　森 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 岩　手

8 313 三津谷　透夢(2) 八学光星高 8 471 小原　悠生(2) 宮古高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｻｻｷ ｶｯｼｮｳ 岩　手 ｵｲｶﾜ ｿｳﾀ 岩　手

1 626 佐々木　一翔(1) 釜石高 1 146 及川　蒼太(2) 北上翔南高
ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 岩　手 ｵｵﾀｲ ｼｮｳﾀ 青　森

2 356 近藤　壱成 いしわり桜ＡＣ 2 590 大平　翔太(1) 八学光星高
ｲﾜﾏ ﾋﾛｱ 岩　手 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 岩　手

3 605 岩間　大空(2) 釜石高 3 627 佐々木　悠人(1) 釜石高
ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 岩　手 ｻｻｷ ｶﾝﾀ 岩　手

4 764 山根　一馬(1) 高田高 4 779 佐々木　寛太(1) 宮古商工高
ｼﾉﾊﾗ ｴｲﾀ 岩　手 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 岩　手

5 782 篠原　瑛太(1) 宮古商工高 5 476 西川　聡(2) 宮古高
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾔ 岩　手 ｱﾗﾔ ﾎｸﾄ 岩　手

6 724 奥村　晄矢(1) 釜石高 6 145 荒谷　北斗(2) 北上翔南高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 岩　手 ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 岩　手

7 841 中嶋　拓美 大船渡陸倶 7 561 佐々木　歩成(2) 山田高
ｻｻｷ ﾘﾝ 青　森 ｶﾞﾏﾉ ﾀﾂｷ 岩　手

8 307 佐々木　凜(2) 八学光星高 8 727 蒲野　立樹(1) 宮古高

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾅｶﾔ ﾀｶﾄ 岩　手 ﾑｶｲｶﾜ ﾅｵｷ 岩　手

2 615 中屋　貴翔(1) 宮古高 2 99 向川　尚輝(2) 久慈高
ｳｼﾛｶﾜ ｷﾞﾝｼﾞ 岩　手 ﾅｶﾆﾜ ｺｳ 岩　手

3 778 後川　銀士(1) 宮古商工高 3 725 中庭　庚(1) 釜石高
ﾖｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 岩　手 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾀ 岩　手

4 153 吉田　楓翔(2) 北上翔南高 4 151 高橋　隼汰(2) 北上翔南高
ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾘｭｳ 岩　手 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 岩　手

5 628 東方　飛龍(1) 釜石高 5 780 佐藤　聖哉(1) 宮古商工高
ｻｻｷ ｼｭｳ 青　森 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｳﾄ 岩　手

6 315 佐々木　舟(2) 八学光星高 6 485 山本　流斗(2) 宮古商工高
ｶﾜｳﾁ ｾｲｺﾞ 岩　手 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｷ 岩　手

7 355 川内　聖吾 いしわり桜ＡＣ 7 263 渡邊　強輝 岩手マスターズ

ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 岩　手 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 岩　手

8 690 多田　友飛(1) 遠野高 8 561 井上　儀德 岩手マスターズ



高校・一般男子100m（第１レース）

3月19日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



高校・一般男子100m（第２レース）

3月19日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾄ 秋　田

1 238 高橋　翔斗 湯沢雄勝陸協 1
ｳｼﾛｶﾜ ｷﾞﾝｼﾞ 岩　手 ｶﾞﾏﾉ ﾀﾂｷ 岩　手

2 778 後川　銀士(1) 宮古商工高 2 727 蒲野　立樹(1) 宮古高
ﾅｶﾆﾜ ｺｳ 岩　手 ｱｵﾔﾏ ｱｵﾄ 秋　田

3 725 中庭　庚(1) 釜石高 3 2016 青山　碧透(3) 秋大医陸
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 岩　手 ﾜｸﾀ ｱﾔﾄ 岩　手

4 2002 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 4 486 涌田　彩聖(2) 宮古商工高
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 岩　手 ｻｻｷ ｿｳﾀ 岩　手

5 627 佐々木　悠人(1) 釜石高 5 483 佐々木　壮太(2) 宮古商工高
ｲﾜﾏ ﾋﾛｱ 岩　手 ｻｻｷ ｼｭｳ 青　森

6 605 岩間　大空(2) 釜石高 6 315 佐々木　舟(2) 八学光星高
ﾑｶｲｶﾜ ﾅｵｷ 岩　手 ｻｻｷ ｶｯｼｮｳ 岩　手

7 99 向川　尚輝(2) 久慈高 7 626 佐々木　一翔(1) 釜石高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 岩　手 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾀ 岩　手

8 841 中嶋　拓美 大船渡陸倶 8 151 高橋　隼汰(2) 北上翔南高

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾘｭｳ 岩　手 ｼﾉﾊﾗ ｴｲﾀ 岩　手

1 628 東方　飛龍(1) 釜石高 1 782 篠原　瑛太(1) 宮古商工高
ｻｻｷ ﾘﾝ 青　森 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 岩　手

2 307 佐々木　凜(2) 八学光星高 2 476 西川　聡(2) 宮古高
ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 岩　手 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 岩　手

3 561 井上　儀德 岩手マスターズ 3 780 佐藤　聖哉(1) 宮古商工高
ｷｸﾁ ﾄﾑ 岩　手 ｶﾜｳﾁ ｾｲｺﾞ 岩　手

4 443 菊池　叶夢(2) 花巻東高 4 355 川内　聖吾 いしわり桜ＡＣ

ｱﾗﾔ ﾎｸﾄ 岩　手 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 岩　手

5 145 荒谷　北斗(2) 北上翔南高 5 20 佐藤　武瑠 北上ＧＡＣ
ﾅｶﾔ ﾀｶﾄ 岩　手 ｶﾘﾔ ﾘｮｳｼﾞ 岩　手

6 615 中屋　貴翔(1) 宮古高 6 2003 刈谷　涼時(1) 岩手大
ﾔｼﾏ ﾊﾙﾄ 宮　城 ｵｲｶﾜ ｿｳﾀ 岩　手

7 1398 八島　遥斗(1) 伊具高 7 146 及川　蒼太(2) 北上翔南高
ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮　城 ｶﾝﾉ ﾂｸﾞﾙ 静　岡

8 1307 佐々木　拓哉(2) 柴田高 8 316 菅野　嗣 田子重

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 岩　手

1 690 多田　友飛(1) 遠野高 1
ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 岩　手 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 岩　手

2 471 小原　悠生(2) 宮古高 2 356 近藤　壱成 いしわり桜ＡＣ

ｵｵﾀｲ ｼｮｳﾀ 青　森 ｵﾊﾞﾗ ｼｵﾝ 岩　手

3 590 大平　翔太(1) 八学光星高 3 147 小原　志音(2) 北上翔南高
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾔ 岩　手 ﾖｼﾀﾞ ﾌｳﾄ 岩　手

4 724 奥村　晄矢(1) 釜石高 4 153 吉田　楓翔(2) 北上翔南高
ｽﾄｳ ｼｭﾝ 青　森 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 岩　手

5 1015 須藤　駿(4) 弘前大 5 764 山根　一馬(1) 高田高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｷ 岩　手 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｳﾄ 岩　手

6 263 渡邊　強輝 岩手マスターズ 6 485 山本　流斗(2) 宮古商工高
ｻｻｷ ｶﾝﾀ 岩　手 ﾐﾂﾔ ﾄｳﾑ 青　森

7 779 佐々木　寛太(1) 宮古商工高 7 313 三津谷　透夢(2) 八学光星高
ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ 福　島 ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 岩　手

8 384 髙橋　郁人 FA-JETS 8 561 佐々木　歩成(2) 山田高



高校・一般男子100m（第２レース）

3月19日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



高校・一般男子400m

3月19日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾄ 秋　田 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 岩　手

1 238 高橋　翔斗 湯沢雄勝陸協 1 627 佐々木　悠人(1) 釜石高
ｷｸﾁ ﾄﾑ 岩　手 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 青　森

2 443 菊池　叶夢(2) 花巻東高 2 822 十文字　大悟(1) 八学光星高
ｶﾘﾔ ﾘｮｳｼﾞ 岩　手 ｻｻｷ ﾘﾝ 青　森

3 2003 刈谷　涼時(1) 岩手大 3 307 佐々木　凜(2) 八学光星高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 岩　手 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾗｲﾄ 岩　手

4 2002 山本　雄太郎 JA岩手県中央会 4 606 川端　洸翔(2) 釜石高
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ 岩　手 ｱｵﾔﾏ ｱｵﾄ 秋　田

5 50 立花　大夢(2) 盛岡南高 5 2016 青山　碧透(3) 秋大医陸
ｽﾄｳ ｼｭﾝ 青　森 ﾑｶｲｶﾜ ﾅｵｷ 岩　手

6 1015 須藤　駿(4) 弘前大 6 99 向川　尚輝(2) 久慈高
ﾌｼﾞｸﾗ ﾖｼﾄ 岩　手 ｳｴﾀﾞ ｷﾜﾑ 岩　手

7 53 藤倉　嘉人(2) 盛岡南高 7 777 上田　極武(1) 宮古商工高
ｻｻｷ ｶｯｼｮｳ 岩　手 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｳｼﾞ 岩　手

8 626 佐々木　一翔(1) 釜石高 8 250 小笠原　誠治 岩手マスターズ

3組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1
ｵｵｻｷ ｶｲﾄ 岩　手

2 94 大﨑　海斗(2) 久慈高 2
ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 岩　手

3 356 近藤　壱成 いしわり桜ＡＣ 3
ｳｴﾉ ｼｮｳｾｲ 岩　手

4 482 上野　翔生(2) 宮古商工高 4
ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲｾｲ 岩　手

5 477 畠山　瑛成(2) 宮古高 5
ﾄｳﾎﾞｳ ﾋﾘｭｳ 岩　手

6 628 東方　飛龍(1) 釜石高 6
ｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ 岩　手

7 776 伊藤　太陽(1) 宮古商工高 7
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 岩　手

8 729 谷口　雄大(1) 宮古高 8



高校・一般男子1500m

3月19日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽﾄｳ ｼｭﾝ 青　森 ﾁﾊﾞ ﾕｳｶﾞ 岩　手

1 1015 須藤　駿(4) 弘前大 1 2013 千葉　勇雅(1) 専大北上高
ﾌﾙｻﾜ ﾊﾙﾄ 岩　手 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｳｼﾞ 岩　手

2 208 古澤　春人(2) 花巻北高 2 250 小笠原　誠治 岩手マスターズ

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐｵ 岩　手 ｾｷｸﾞﾁ ﾌｳﾀ 岩　手

3 608 下門　弥央(3) 富士大 3 783 関口　楓太(1) 宮古商工高
ｶﾏﾀ ﾚﾝ 岩　手 ｶｸﾞﾗ ﾀｲｾｲ 岩　手

4 2006 鎌田　漣(2) 専大北上高 4 726 神樂　泰誠(1) 宮古高
ｲｼｶﾜ ｺﾀﾛｳ 岩　手 ｷｸﾁ ｷｽﾞﾅ 岩　手

5 2010 石川　虎太朗(1) 専大北上高 5 424 菊池　稀津己(2) 遠野高
ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 岩　手 ｷｸﾁ ﾀﾞｲﾑ 岩　手

6 89 佐藤　歩 北上ＧＡＣ 6 903 菊池　大夢(1) T-アスリートTC

ﾄﾂ ﾀｲｷ 岩　手 ﾀｶﾊｼ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 岩　手

7 2009 戸津　大輝(2) 専大北上高 7 2011 髙橋　然太郎(1) 専大北上高
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 岩　手 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾔ 岩　手

8 2005 齋藤　大 遠野AC 8 724 奥村　晄矢(1) 釜石高
ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾄ 岩　手 ﾓﾘｱｲ ｶｲﾄ 岩　手

9 97 中野　陽仁(2) 久慈高 9 484 盛合　海音(2) 宮古商工高
ﾆｲﾔ ｼﾞｭﾝ 岩　手 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 岩　手

10 160 新井谷　潤 久慈市陸協 10 152 髙橋　龍輝(2) 北上翔南高
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾔ 岩　手 ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 岩　手

11 2012 千葉　純矢(1) 専大北上高 11 96 欠畑　和海(2) 久慈高
ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾑ 岩　手 ﾀｼﾛ ﾘｸ 岩　手

12 470 上田　集士(2) 宮古高 12 784 田代　陸(1) 宮古商工高
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 岩　手 ﾀｶﾊｼ ｸｳｺﾞ 岩　手

13 2008 髙橋　岳大(2) 専大北上高 13 150 髙橋　空吾(2) 北上翔南高
ｺﾝﾉ ｾﾅ 岩　手 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 岩　手

14 2007 金野　聖生(2) 専大北上高 14 472 金澤　翔真(2) 宮古高
ｵﾊﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岩　手 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 岩　手

15 265 小原　健太郎(1) T-アスリートTC 15 474 佐藤　秀真(2) 宮古高
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 岩　手 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ 岩　手

16 541 玉澤　拓海 洋野町陸協 16 217 中村　学 宮古市陸協

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



高校・一般男子5000m

3月19日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｼｭﾝ 岩　手 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾔ 岩　手

1 508 立花　雄駿(1) 花巻北高 1 2012 千葉　純矢(1) 専大北上高
ｸﾏｶﾞｲ ｷｮｳﾘ 岩　手 ｳﾒﾓﾘ ｼｮｳﾔ 宮　城

2 2001 熊谷　梗良(1) 花巻北高 2 2550 梅森 翔也(2) 東陵高
ﾍﾗｲ ﾘｸ 青　森 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ 宮　城

3 308 戸來　莉玖(2) 八学光星高 3 4447 石母田　拓也 チーム気仙沼

ﾀｶｽ ﾚﾝ 青　森 ｻﾜｻﾄ ｷﾗ 岩　手

4 310 髙須　蓮(2) 八学光星高 4 781 澤里　輝良(1) 宮古商工高
ｲｼｶﾜ ｺﾀﾛｳ 岩　手 ﾃｼﾛｷﾞ ｹﾝｼﾞ 秋　田

5 2010 石川　虎太朗(1) 専大北上高 5 2004 手代木　賢治 ぼんじん
ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 岩　手 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ 岩　手

6 89 佐藤　歩 北上ＧＡＣ 6 217 中村　学 宮古市陸協
ﾊﾀﾅｶ ｼﾄﾞｳ 青　森 ﾌﾙｻﾜ ﾊﾙﾄ 岩　手

7 587 畑中　士道(2) 八学光星高 7 208 古澤　春人(2) 花巻北高
ﾆｲﾔ ｼﾞｭﾝ 岩　手 ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾑ 岩　手

8 160 新井谷　潤 久慈市陸協 8 470 上田　集士(2) 宮古高
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 岩　手 ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 岩　手

9 2014 佐藤　優気 北上市陸協 9 96 欠畑　和海(2) 久慈高
ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 岩　手 ｳﾒﾂ ﾖｼﾅｵ 岩　手

10 584 工藤　友喜 ゼブラ 10 99 梅津　德朴 TEAMアテルイ

ｴﾋﾞｻﾜ ｼｭｳﾄ 青　森 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 岩　手

11 311 蛯沢　柊斗(2) 八学光星高 11 541 玉澤　拓海 洋野町陸協
ﾙｲｹ ﾕｳﾄ 青　森 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 岩　手

12 309 類家　悠人(2) 八学光星高 12 205 千葉　敦司 大船渡陸倶
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 岩　手 ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾍｲ 岩　手

13 2005 齋藤　大 遠野AC 13 76 川又　講平 岩手銀行
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 岩　手 ｺﾝﾉ ｾﾅ 岩　手

14 2008 髙橋　岳大(2) 専大北上高 14 2007 金野　聖生(2) 専大北上高
ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾄ 岩　手

15 97 中野　陽仁(2) 久慈高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



中学男子100m（第１レース）

3月19日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｲﾜｻｷ ｹｲﾄ 青　森 ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾔ 青　森

2 3238 岩崎　慶斗(2) 道仏中 2 3239 上山　昂也(2) 道仏中
ﾄﾀﾞﾃ ｼｭｳ 岩　手 ｻｶｳｴ ﾄﾗｲﾁ 岩　手

3 573 戸舘　宗(3) 金田一中 3 2021 坂上　寅壱(1) 久慈中
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 岩　手 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 岩　手

4 537 伊藤 　悠太(2) 花巻中 4 776 西村　真斗(2) 矢巾北中
ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 岩　手 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 岩　手

5 233 松本　塁(3) 宮古河南中 5 1329 及川　遥斗(1) 水沢南中
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 岩　手 ｸｽﾞﾏｷ ｾﾅ 岩　手

6 1169 山﨑　凉太(3) 山田中 6 247 葛巻　世凪(2) 花巻北中
ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 岩　手 ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾅ 青　森

7 245 後藤　尚希(3) 花巻北中 7 3244 山下　寛渚(2) 道仏中
ｻﾄｳ ｶﾅﾀ 秋　田 ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｳ 宮　城

8 1119 佐藤　奏汰(2) 神代中 8 8524 庄子　奏生(1) ATHLE

3組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1

2 2
ﾅｶﾞﾈ ﾊﾙｸ 青　森

3 3365 長根　陽琥(1) 道仏中 3
ﾊﾏｱﾗﾂ ﾊﾔﾄ 青　森

4 3242 浜荒津　隼斗(2) 道仏中 4
ｷﾑﾗ ｼｵﾝ 青　森

5 3240 木村　志音(2) 道仏中 5
ﾁﾊﾞ ﾕｱ 岩　手

6 1336 千葉　優海(1) 水沢南中 6
ﾊﾀﾅｶ ﾚﾂｼ 青　森

7 3366 畑中　烈心(1) 道仏中 7
ﾅｶﾞｼｷ ｼﾝ 青　森

8 3364 永敷　奏(1) 道仏中 8



中学男子100m（第２レース）

3月19日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 岩　手

2 537 伊藤 　悠太(2) 花巻中 2
ｸｽﾞﾏｷ ｾﾅ 岩　手 ｷﾑﾗ ｼｵﾝ 青　森

3 247 葛巻　世凪(2) 花巻北中 3 3240 木村　志音(2) 道仏中
ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 岩　手 ｻﾄｳ ｶﾅﾀ 秋　田

4 776 西村　真斗(2) 矢巾北中 4 1119 佐藤　奏汰(2) 神代中
ﾊﾏｱﾗﾂ ﾊﾔﾄ 青　森 ﾁﾊﾞ ﾕｱ 岩　手

5 3242 浜荒津　隼斗(2) 道仏中 5 1336 千葉　優海(1) 水沢南中
ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｳ 宮　城 ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾅ 青　森

6 8524 庄子　奏生(1) ATHLE 6 3244 山下　寛渚(2) 道仏中
ﾅｶﾞｼｷ ｼﾝ 青　森 ﾄﾀﾞﾃ ｼｭｳ 岩　手

7 3364 永敷　奏(1) 道仏中 7 573 戸舘　宗(3) 金田一中
ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 岩　手 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 岩　手

8 233 松本　塁(3) 宮古河南中 8 1329 及川　遥斗(1) 水沢南中

3組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 岩　手

2 1169 山﨑　凉太(3) 山田中 2
ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾔ 青　森

3 3239 上山　昂也(2) 道仏中 3
ｻｶｳｴ ﾄﾗｲﾁ 岩　手

4 2021 坂上　寅壱(1) 久慈中 4
ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 岩　手

5 245 後藤　尚希(3) 花巻北中 5
ﾊﾀﾅｶ ﾚﾂｼ 青　森

6 3366 畑中　烈心(1) 道仏中 6
ｲﾜｻｷ ｹｲﾄ 青　森

7 3238 岩崎　慶斗(2) 道仏中 7
ﾅｶﾞﾈ ﾊﾙｸ 青　森

8 3365 長根　陽琥(1) 道仏中 8



中学男子800m

3月19日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 岩　手 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 岩　手

2 633 近藤　貫太(2) 紫波一中 2 776 西村　真斗(2) 矢巾北中
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 岩　手 ﾊﾏﾐﾁ ｹﾝﾄ 青　森

3 779 高橋　啓太(2) 矢巾北中 3 3243 濵道　健登(2) 道仏中
ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 岩　手 ｻﾄｳ ｶﾅﾀ 秋　田

4 245 後藤　尚希(3) 花巻北中 4 1119 佐藤　奏汰(2) 神代中
ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ 岩　手 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳ 青　森

5 728 千葉　蓮斗(2) 江釣子中 5 3241 重文字　佑生(2) 道仏中
ｱﾗﾔ ｲｸﾐ 岩　手 ﾅｶﾞﾈ ﾊﾙｸ 青　森

6 2023 荒谷　郁海(2) 宮古一中 6 3365 長根　陽琥(1) 道仏中
ｵﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 岩　手 ﾊﾏｱﾗﾂ ﾊﾔﾄ 青　森

7 1697 小山田　航大(1) 紫波一中 7 3242 浜荒津　隼斗(2) 道仏中
ｷｸﾁ ﾊﾙﾀ 岩　手 ﾋﾉ ﾘｮｳｽｹ 岩　手

8 1742 菊池　悠太(1) 紫波一中 8 1708 日野　涼介(1) 唐丹中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



中学男子3000m

3月19日 11:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 岩　手

1 779 高橋　啓太(2) 矢巾北中
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾔﾏﾄ 岩　手

2 774 立花　大和(2) 矢巾北中
ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ 岩　手

3 728 千葉　蓮斗(2) 江釣子中
ｵﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 岩　手

4 41 小原　大和(2) 遠野中
ﾌｸｼﾏ ｹｲﾄ 岩　手

5 48 福嶋　慧大(2) 遠野中
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾕｳ 青　森

6 3241 重文字　佑生(2) 道仏中
ﾊﾏﾐﾁ ｹﾝﾄ 青　森

7 3243 濵道　健登(2) 道仏中
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾄ 岩　手

8 49 松田　翔斗(2) 遠野中
ｶﾜﾑﾗ ﾘﾂ 岩　手

9 1308 川村　律(1) 矢巾北中
ｻﾄｳ ﾚﾝｼﾞｭ 岩　手

10 2024 佐藤　蓮樹(2) 宮古一中
ｸｷﾞﾇｷ ｶｲｾｲ 岩　手

11 1245 釘拔　快晴(1) 遠野中
ｵﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ 岩　手

12 1242 小原　大河 遠野中
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩　手

13 1309 松田　侑晟(1) 矢巾北中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾚｵ 岩　手

14 1250 菅原　伶王(1) 大宮中



高校・一般女子100m（第１レース）

3月19日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2
ｲﾀﾊﾞｼ ﾓﾓｺ 青　森 ｻｺﾞﾔ ﾏﾅ 岩　手

3 2293 板橋　桃子(1) 八学光星高 3 548 佐郷谷　愛(1) 宮古商工高
ｵｵｼﾀ ｵﾙﾊ 岩　手 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾅ 岩　手

4 426 大下　織葉(2) 釜石高 4 364 山﨑　凉梛(2) 山田高
ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 岩　手 ｵｲｶﾜ ﾕｷｶ 岩　手

5 1 山本　恵里 八幡平市陸協 5 459 及川　結希加(1) 不来方高
ｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 岩　手 ｲﾜﾌﾈ ｳﾀｵ 岩　手

6 15 鎌田　菜々子 大船渡陸倶 6 292 岩船　詩央(2) 宮古高
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾒ 岩　手 ｻｻｷ ｱﾐ 岩　手

7 227 髙橋　虹芽(2) 不来方高 7 293 佐々木　愛心(2) 宮古高
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾈ 秋　田 ｲｼｶﾜ ﾓﾄﾊ 秋　田

8 2015 柴田　春音(2) 花輪中 8 1191 石川　百杜巴(2) 富士大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



高校・一般女子100m（第２レース）

3月19日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1 1

2 2
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾒ 岩　手 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾅ 岩　手

3 227 髙橋　虹芽(2) 不来方高 3 364 山﨑　凉梛(2) 山田高
ｵｲｶﾜ ﾕｷｶ 岩　手 ｲｼｶﾜ ﾓﾄﾊ 秋　田

4 459 及川　結希加(1) 不来方高 4 1191 石川　百杜巴(2) 富士大
ｻｻｷ ｱﾐ 岩　手 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 岩　手

5 293 佐々木　愛心(2) 宮古高 5 1 山本　恵里 八幡平市陸協

ｲﾀﾊﾞｼ ﾓﾓｺ 青　森 ｻｺﾞﾔ ﾏﾅ 岩　手

6 2293 板橋　桃子(1) 八学光星高 6 548 佐郷谷　愛(1) 宮古商工高
ｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 岩　手 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾈ 秋　田

7 15 鎌田　菜々子 大船渡陸倶 7 2015 柴田　春音(2) 花輪中
ｲﾜﾌﾈ ｳﾀｵ 岩　手 ｵｵｼﾀ ｵﾙﾊ 岩　手

8 292 岩船　詩央(2) 宮古高 8 426 大下　織葉(2) 釜石高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



高校・一般女子400m

3月19日 13:40 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1

2

3

4
ｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 岩　手

5 15 鎌田　菜々子 大船渡陸倶
ｷｸﾁ ｶﾅｺ 青　森

6 2294 菊池　叶子(1) 八学光星高
ﾑﾗｶﾐ ｻﾔｺ 岩　手

7 185 村上　紗也子(2) 高田高

8



高校・一般女子1500m

3月19日 10:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｲｶ 岩　手

1 294 長澤　結楓(2) 宮古高
ｺﾝﾉ ﾋﾅ 岩　手

2 182 紺野　妃奈(2) 高田高
ｲｼｶﾜ ｾﾝﾘ 岩　手

3 458 石川　千莉(1) 不来方高
ｺﾝ ﾕｳｶ 岩　手

4 497 昆　柚花(1) 宮古高
ﾊｶﾞ ﾚｲｶ 岩　手

5 363 芳賀　礼佳(2) 山田高
ﾅﾂｲ ﾋﾅｺ 岩　手

6 20 夏井　日菜子(2) T-アスリートTC

ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 岩　手

7 71 新山　胡桃(2) 久慈高
ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｲ 岩　手

8 498 舟山　ゆうい(1) 宮古高



高校・一般女子3000m

3月19日 11:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾑﾗｲ ﾚﾅ 青　森

1 165 村井　鈴愛(2) 八学光星高
ﾐｿｻｸ ﾓﾓｺ 青　森

2 162 美曽作　桃子(2) 八学光星高
ﾊﾞﾊﾞ ｸﾙﾙ 青　森

3 2291 馬場　枢(1) 八学光星高
ﾉﾀﾞ ﾕﾒ 青　森

4 2292 野田　由芽(1) 八学光星高
ﾀﾅｶ ｱﾕﾘ 青　森

5 164 田中　愛友里(2) 八学光星高
ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾝﾅ 青　森

6 403 菅原　杏奈(1) 八学光星高



中学女子100m（第１レース）

3月19日 11:00 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ﾖﾈｸﾗ ｴﾐｺ 岩　手

2 936 米倉　恵美子(1) 矢巾北中
ﾅﾅｷﾀﾞ ﾙﾙ 岩　手

3 2025 七木田　琉瑠(2) 宮古一中
ｽｽﾞｷ ｼﾎ 岩　手

4 130 鈴木　志保(2) 北上中
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 岩　手

5 951 髙橋　ひなの(1) 水沢南中
ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 岩　手

6 297 橋本　怜奈(2) 大宮中
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 岩　手

7 2019 鈴木　優衣(1) 久慈中
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾒｲ 岩　手

8 2017 髙栁　萌衣(1) 久慈中



中学女子100m（第２レース）

3月19日 12:25 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

1
ﾖﾈｸﾗ ｴﾐｺ 岩　手

2 936 米倉　恵美子(1) 矢巾北中
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 岩　手

3 2019 鈴木　優衣(1) 久慈中
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 岩　手

4 951 髙橋　ひなの(1) 水沢南中
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾒｲ 岩　手

5 2017 髙栁　萌衣(1) 久慈中
ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 岩　手

6 297 橋本　怜奈(2) 大宮中
ﾅﾅｷﾀﾞ ﾙﾙ 岩　手

7 2025 七木田　琉瑠(2) 宮古一中
ｽｽﾞｷ ｼﾎ 岩　手

8 130 鈴木　志保(2) 北上中



中学女子800m

3月19日 13:25 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾖﾈｸﾗ ｴﾐｺ 岩　手

3 936 米倉　恵美子(1) 矢巾北中
ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞ 岩　手

4 115 坂本　結瑞(1) 陸上塾
ｶﾝﾀﾞ ﾘﾉｱ 岩　手

5 2022 神田　莉希(2) 久慈中
ﾌｼﾞｲ ﾐｸﾙ 岩　手

6 116 藤井　未来(2) 陸上塾
ﾄﾀﾞﾃ ｷｱﾗ 岩　手

7 2020 外舘　綺空(1) 久慈中
ｸｾ ｱﾔﾈ 岩　手

8 2018 久世　純寧(1) 久慈中



中学女子3000m

3月19日 11:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾂﾀﾞ ｻﾗ 岩　手

7 1231 津田　紗良(1) 唐丹中


