
平成20年度東北中学校体育大会 決勝一覧表
第29回東北中学校陸上競技大会

平成20年8月9日～10日

NDソフトスタジアム山形

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

9日 1年　１００ｍ 真木　拓哉　１ 11.88 齋藤　亮太　１ 12.03 萩原　　和　１ 12.03 櫛引　修平　１ 12.07 竹谷　奎太　１ 12.17 島﨑　悠太　１ 12.24 齋藤　魁成　１ 12.27 日下　　塁　１ 12.30

風:+2.0 陵　西 富谷第二 横手清陵学院 仙台・中田 小　泊 五城目第一 赤　湯 平第一

9日 2年　１００ｍ 黒田　琢也　２ 11.50 佐藤　武瑠　２ 11.58 佐々木礼雄　２ 11.59 外崎　直人　２ 11.59 同順:榊　　孝太　 11.59 小徳　　真　２ 11.63 宮﨑　幸辰　２ 11.72 佐藤　　礼　２ 11.78

風:+1.3 山形第十 西　南 しらかし台 中　里 古　川 鳳 滝　沢 石　巻

9日 3年　１００ｍ 髙須　晃宏　３ 10.96 鈴木　　光　３ 11.06 葛西　俊也　３ 11.24 亀井　康夫　３ 11.24 奥山アスカ　３ 11.26 堀川　純也　３ 11.32 高橋　　凌　３ 11.34 池田　翔亮　３ 11.38

風:+0.6 北上南 高　田 佃 住　吉 神　町 弘前第二 横手清陵学院 若松第三

9日 ２００ｍ 寺内　貴寛　３ 22.44 関　　卓哉　３ 22.63 横村　祐樹　３ 22.74 遠藤　優希　３ 23.28 木村　星河　３ 23.40 田原　　晃　３ 23.42 瀬川　貴文　３ 23.46 大瀧　直也　３ 23.63

風:+1.1 醸　芳 大　平 小名浜第二 米沢第六 佃 内郷第一 遠野土淵 米　山

10日 ４００ｍ 湊　　友貴　３ 50.91 中川　慎也　３ 51.63 土屋　雄太　３ 52.13 冨塚　祐希　３ 52.18 久保田雄太　３ 52.25 遠藤　　岳　３ 52.25 菅原　大志　３ 52.27 宮城　悠希　３ 52.95

釜　石 秋田南 亀井田 郡山第三 植　田 若松第三 志波姫 成　田
男 10日 ８００ｍ 松田　健豊　３  1:57.84 佐藤　　渉　３  1:58.38 佐藤　諒太　３  1:59.49 小田中飛鳥　３  1:59.53 中谷　貢司　３  2:00.77 郡司　航佑　３  2:01.35 阿部　将大　３  2:01.42 因幡　祐真　３  2:02.20

有　住 御野場 藤　島 水沢南 三　崎 郡山第七 大館東 盛岡河南

10日 1年　１５００ｍ 本多　将貴　１  4:27.99 森　　遊野　１  4:28.29 柴田　征人　１  4:29.05 昆　　　充　１  4:30.97 佐々木樹希弥１  4:31.72 花田　太一　１  4:31.74 新田　裕貴　１  4:31.96 澤村　智志　１  4:33.93

東　和 植　田 雄物川 山　田 山　田 田　代 渡　波 しらかし台

10日 ２・３年　１５００ｍ 三宅　一輝　３  4:14.09 佐藤　征昭　２  4:17.82 奥村　恭平　３  4:17.82 穂積　俊明　３  4:18.55 浅利　正也　３  4:19.52 堀合　修平　３  4:19.60 菅井　大地　２  4:20.06 梅宮　祐介　２  4:20.35

坂　元 逢　瀬 大館第二 泉 花輪第一 名　川 米沢第一 仙台第二

10日 ３０００ｍ 若林　光男　３  8:43.73 渡邉　利典　３  9:02.91 五十嵐　真　２  9:05.15 佐々木将弘　３  9:06.55 山本　　新　３  9:07.25 高橋　知成　３  9:08.80 古澤　奏人　３  9:09.60 佐々木裕司　２  9:10.33

若松第三 NGR 南中山 酒田第五 秋大附属 大　平 松　尾 下小路 宮古第一

9日 １１０ｍＨ(0.914m) 小松山　慎　３ 14.91 青木　　崚　３ 14.93 鈴木　身来　３ 15.22 新山　峻史　３ 15.28 中岫　将虎　３ 15.39 高橋　周平　３ 15.40 小島　弘暉　３ 15.62 武藤　俊之　３ 15.69

風:+1.2 田野畑 一　箕 五　橋 台　原 木ノ下 余　目 桃　陵 平第二

9日 走高跳 村岡　健也　３ 1m93 長谷川裕貴　２ 1m83 小原　隼斗　３ 1m80 栃澤　　遥　２ 1m80 深谷　祥吾　３ 西郷第一 1m75 山内　亮馬　３ 1m75 山口　　諒　３ 1m75

楯　岡 城　南 江釣子 下小路 松田　伸也　３ 田　代 相　馬 雄物川

9日 棒高跳 後藤　瑞樹　３ 3m90 小松田一穂　３ 3m90 高橋　由都　３ 3m80 後藤　隼太　３ 3m70 遊佐　尚弥　３ 3m60 菊地　亮太　３ 3m60 桃井　拓也　２ 3m60 藤本　雅大　３　田 名 部 3m50

東　陵 御野場 三　輪 稲　川 本宮第一 棚　倉 梁　川 福岡　大志　３　秋大附属

秋元　貴智　３　岩　　代

10日 走幅跳 吉田　裕栄　３   6m49 小松　誠哉　３   6m49 松村　将壽　３   6m35 鎌田　悠暉　３   6m31 矢羽々英敬　３   6m30 斉藤　兼人　３   6m29 及川　　翔　３   6m14 須藤　修平　３   6m05

泉 0.0 行　健+0.8 吉里吉里+0.9 富　田-0.7 上　田-0.4 金　木+1.0 登米・中田+0.8 五所川原第一+1.0
子 9日 砲丸投 佐々木和美　３  15m92 安保　建吾　３  13m20 金子　尭宙　３  12m88 君島　　綾　２  12m68 須々田勝也　３  12m52 中坂　大樹　３  12m47 赤坂晴之介　３  12m45 吉田　利博　３  12m04

(Ｗ＝5.000㎏) 蛇　田 NTR　NGR 花輪第二 高畠第一 熱　海 平賀西 折　立 滝沢南 船引南

10日 低学年４×１００ｍ 福島第三 47.01 小高 47.11 白河第二 47.45 若松第一 47.55 見前南 47.60 水沢 47.98 藤島 48.43

   菅野　雄真　１    吉田　直樹　１    荒井　　司　１    佐々木将希　１    下田　将太　１    尾崎皇士郎　１    早坂　裕真　１

   齋藤　陽向　２    森　　勇人　２    小澤　　翼　２    石井　　優　２    福田　　魁　２    千田　　良　２    上林　智徳　２

   藤本　航輝　１    松平　　潤　１    鈴木　康史　１    齋藤　龍里　１    田ノ岡　晃　２    尾崎帝士郎　１    大沼　優太　２

   畠　　昂平　２    鈴木　将太　２    山田　高明　２    小山　　勇　２    長澤　翔吾　１    石川　　希　２    小野寺達也　１

10日 ４×１００ｍ 白河第二 44.20 弘前第二 44.44 下小路 44.65 十文字 44.80 秋大附属 45.00 一箕 45.08 仙台第二 45.19 弘前第三 45.96

   関根　正博　３    木村　孔紀　３    高屋　広人　３    高橋　拓也　３    王　　佳男　３    桑野　紘平　３    永井　智大　３    一戸　祐斗　３

   小針　　直　３    大瀬　　亘　３    杉澤勇太朗　２    小田原勇樹　３    阿部　寛道　３    折笠圭伊太　３    新子　奎悟　３    吉川　弘章　３

   岡住　政宏　３    工藤　丈裕　３    横澤　修作　２    髙橋　　賢　３    岩川　智基　３    吉田　修平　３    長濱　幹明　３    賀佐　一大　３

   渡辺　　巧　２    堀川　純也　３    浦部　恭平　３    細川　誠矢　３    若林　　昴　３    青木　　崚　３    高橋　伸尚　３    寺島　勝太　３

9日 四種競技 市川　裕貴　３  2514 東井　大明　３  2403 千田　祥平　３  2316 三宅　竜馬　３  2294 佐藤　庄介　３  2273 田中　智也　３  2184 阿部　英太　３  2165 佐藤　尚希　３  2137

10日 御野場 城　内 鰺ヶ沢第一 金　山 葉　山 三沢第三 熱　海 飛　鳥

110mH-SP-HJ-400m 15.99(0.0)-11m41-1m79- 15.59(0.0)-9m55-1m76- 16.67(0.0)-11m36-1m60- 15.99(+1.3)-10m84-1m50- 16.91(0.0)-9m56-1m76- 16.03(+1.3)-10m76-1m55- 16.72(+1.3)-11m13-1m60- 16.55(0.0)-9m51-1m60-

55.23 55.69 54.35 54.11 55.30 57.62 57.76 56.36

凡例　ＮＴＲ：東北中学新記録　ＮＧＲ：大会新記録



平成20年度東北中学校体育大会 決勝一覧表
第29回東北中学校陸上競技大会

平成20年8月9日～10日

NDソフトスタジアム山形

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

9日 1年　１００ｍ 土橋　智花　１ 12.91 岩朝　秋恵　１ 12.93 井上沙央里　１ 13.00 伊藤　　萌　１ 13.02 高橋　英里　１ 13.06 山縣　彩瑛　１ 13.07 田鎖　　唯　１ 13.21 松本　愛香　１ 13.26

風:+2.3 見　前 七北田 中央台北 中　郷 雄物川 寺　岡 南中山 白河中央

9日 2年　１００ｍ 新妻　　唯　２ 12.26 宮澤　香帆　２ 12.73 佐藤さつき　２ 12.94 新岡　成美　２ 12.95 齋藤　聖菜　２ 12.98 八巻由香里　２ 13.01 関口　季詠　２ 13.04 加藤　綾香　２ 13.09

風:+0.6 楢　葉 NGR 花　巻 雄物川 木　造 神　町 福島第一 八戸東 中　郷

9日 3年　１００ｍ 下澤田優衣　３ 12.04 髙橋　美咲　３ 12.33 八嶋　彩加　３ 12.54 髙橋　直子　３ 12.60 高橋　美優　３ 12.66 長瀬　優希　３ 12.75 福士　紗恵　３ 12.76 石羽根　瞳　３ 12.90

風:+2.0 雫　石 NGR 川西第一 天間舘 筒　井 郡山第四 小名浜第一 中　郷 北　陵

9日 ２００ｍ 工藤　早紀　３ 25.90 山口美智子　３ 26.41 佐久間弘実　３ 26.45 秋元　文子　３ 26.51 菅野　陽貴　３ 26.52 平澤　　凛　３ 26.66 鈴木　綾奈　３ 26.82 鈴木　　舞　３ 26.85

風:+2.0 甲　田 木　造 郡山第七 六　郷 仙台第二 沢　内 中　野 仙台・中田
女 10日 ８００ｍ 小野　莉奈　２  2:14.83 木村芙有加　２  2:15.02 岡崎　菜未　３  2:16.84 佐藤　浩華　３  2:16.93 石川　美悠　３  2:17.56 水谷優香子　３  2:18.81 草間　佳美　３  2:19.98 杉沼　華子　３  2:35.23

大　蔵 上山南 富　谷 米沢第六 角　田 館 植　田 玉　野

10日 1年　１５００ｍ 大谷　美優　１  4:52.22 阿部　優貴　１  4:54.20 矢内　ねね　１  4:54.21 照井　佳也　１  4:54.38 千葉　ゆみ　１  4:54.54 平間ななみ　１  4:54.84 笠嶋　美幸　１  4:55.54 遠藤ひかる　１  4:56.15

遊　佐 亀井田 古　殿 千　畑 尾花沢 船　迫 田　子 中　山

10日 ２・３年　１５００ｍ 鈴木　美穂　２  4:43.12 三浦　紗知　２  4:43.17 簡野あかり　２  4:43.34 佐藤　汐莉　２  4:43.82 小林　文香　２  4:44.32 小枝　理奈　２  4:45.50 稲田　彩香　２  4:45.75 佐々木香穂　２  4:45.77

西多賀 滝沢南 岩　沼 城　南 米沢第五 行　健 余　目 能代第一

9日 １００ｍＨ(0.762m) 嶋崎　恭子　３ 14.94 佐藤　琴美　３ 15.04 菊地　りか　３ 15.16 阿部　綾香　３ 15.25 村上　　瑶　３ 15.36 村山　美菜　３ 15.40 太田　　茜　２ 15.43 安部　遥香　２ 15.82

風:+1.7 天王南 弘大附属 秋大附属 花　巻 中　野 山形第十 鳥　海 蓬莱

9日 走高跳 野場愛裕美　３ 1m54 髙橋　怜花　３ 1m54 河原木菜未　３ 1m54 丹治　瑞穂　２ みどり台 1m51 清藤奈生未　２ 1m51 片寄　知香　３ 1m51 佐竹　実希　３ 1m51

山　形 東　華 北　稜 觸澤　優子　２ 松　園 玉　野 小名浜第一 江釣子

9日 走幅跳 鈴木美菜子　２   5m42 菊池真由美　２   5m16 田切　麻耶　３   5m15 河原　美穂　３   5m13 奥州　里奈　３   5m06 北村　美月　２   5m05 淡路　　冴　２   4m89 山田　　怜　３   4m89
子 川　崎+2.9 釜　石+0.3 古　川+1.0 名　川+2.5 横手清陵学院+1.2 下小路+0.9 能代第一+0.7 秋大附属+2.1

9日 砲丸投 山形真由佳　３  13m29 佐藤　　茜　３  13m09 佐藤　瑞樹　３  12m75 佐藤　志帆　３  12m42 矢作　莉奈　３  12m27 菅原　由香　３  11m87 新山　花林　３  11m80 瀧澤　晴美　３  11m49

(Ｗ＝2.721㎏) 六　郷 船引南 尾去沢 江刺南 楯　岡 櫛　引 上　北 大野第二

10日 低学年４×１００ｍ 福島第一 51.78 下小路 51.80 富田 52.27 雄物川 52.52 酒田第六 52.64 八戸東 52.71 遠野 52.79 楯岡 52.85

   宍戸　若緒　１    長尾佳乃子　１    久保田沙樹　１    佐藤　優香　１    安達　　優　１    川口　華歩　１    加藤　怜菜　２    設樂　文化　１

   馬場ちえり　２    北村　美月　２    宮下　真実　２    佐藤さつき　２    石川　千里　１    冨田　萌里　２    濱田芽生子　１    齊藤　　栞　２

   志村　瑞希　１    中上　　愛　２    明石　雪乃　１    宮川　留可　２    室矢　莉旺　２    工藤　さや　１    青笹　仁美　１    小林　理香　１

   八巻由香里　２    熊谷　晴菜　１    篠原　麻実　２    高橋　英里　１    塩谷　綺音　２    関口　季詠　２    菊池　優雅　２    下山保奈美　２

10日 ４×１００ｍ 神町 49.70 中郷 49.94 見前 50.29 福島第四 50.65 花巻 50.76 七北田 51.02 楢葉 51.30 横手清陵学院 51.35

   五十嵐仁美　２    加藤　綾香　２    島内　里菜　２    北村　佳奈　３    高橋　千明　３    星　今日子　３    本多　由佳　３    髙橋　静流　２

   齋藤　聖菜　２    福士　紗恵　３    小野寺　優　２    藪内美祐希　３    宮澤　香帆　２    後藤　　杏　２    須永　愛海　２    奥州　里奈　３

   原田　　繭　３    工藤　紫乃　３    木村　美咲　２    髙橋かな美　３    佐々木明日香２    岩朝　秋恵　１    岩渕　美咲　２    小松　英恵　３

   海藤　瑞絵　３    林　　美里　２    土橋　智花　１    蛭田真優子　３    阿部　綾香　３    本郷　萌佳　３    新妻　　唯　２    佐々木歩佳　３

9日 四種競技 荻原　佑梨　３  2550 嘉藤　優菜　３  2360 甲斐　　雅　２  2314 柳　　聖美　３  2283 渡邊　朝美　２  2273 瀨脇ひかり　３  2266 斎藤ちひろ　３  2165 赤石　加奈　３  2165

10日 筒　井 秋大附属 五　城 寺　岡 八乙女 中央台南 余　目 む　つ

100mH-HJ-SP-200m 15.77(-1.0)-1m48-10m51- 16.15(-1.0)-1m48-8m27- 16.64(+0.2)-1m51-7m90- 15.78(+0.2)-1m40-8m54- 16.09(-1.0)-1m40-9m11- 17.06(-1.0)-1m45-8m97- 16.12(+0.2)-1m35-9m48- 16.95(+0.2)-1m45-9m86-

27.82(+0.1) 27.78(+0.1) 27.74(+0.1) 28.45(0.0) 28.56(+0.1) 27.78(+0.1) 29.60(0.0) 30.07(0.0)

凡例　ＮＴＲ：東北中学新記録　ＮＧＲ：大会新記録


