国民体育大会での岩手県選手の上位成績

その２/３

（平成元年の第44回から平成30年第73回まで）

第73回（H30・2018）
【１位】
スケート ◇ショートトラック

◆成年男子500ｍ ◆村竹啓恒（岩手県体育協会）

スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆熊谷 萌（盛岡工業高校）
陸上競技 ◇成年男子砲丸投 ◆佐藤征平（国士舘クラブ）
陸上競技 ◇成年男子やり投 ◆長沼 元（国士舘大学）
ボクシング ◇成年男子ミドル級

◆梅村

錬（拓殖大学）

レスリング ◇成年男子グレコローマン130kg級 ◆金澤勝利（自衛隊体育学校）
自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆中野慎詞（早稲田大学）
弓道

◇少年女子近的

◆岩手（菅原、玉川、土門）

弓道

◇少年女子遠的

◆岩手（菅原、玉川、土門）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンシングル500ｍ

◆吉田俊吾（不来方高校）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンシングル200ｍ

◆吉田俊吾（不来方高校）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア200ｍ ◆岩手（稲垣、佐々木＝不来方高）

アーチェリー

◇少年女子個人

◆小野寺みずき（盛岡白百合学園高校）

【２位】
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆熊谷 萌（盛岡工業高校）
ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆佐々木康太（ALSOK岩手）
【３位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（米田、佐藤、横沢、山口）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

ボクシング ◇少年男子ピン級

◆鈴木義人（水沢工業高校）

レスリング ◇成年男子グレコローマン67kg級 ◆川瀬克祥（シリウス）
自転車競技 ◇男子チームスプリント ◆岩手（佐藤、安倍、中野）
ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆平塚侑亨（水沢高校）

ライフル射撃

◇成年女子10mエアピストル40発 ◆佐々木千鶴（岩手県警察学校）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

ゴルフ

◇成年男子個人

◆米澤

◆近村健太（盛岡市役所）

蓮（東北福祉大学）

【４位】
スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆米田恵隆（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆柴草陽祐（盛岡北高校職員）

陸上競技 ◇成年男子110ｍハードル ◆石川周平（筑波大学）
陸上競技 ◇少年女子Ａ走幅跳

◆前田桃華（盛岡第三高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級スナッチ ◆菊池昌輝（岩谷堂高校）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア500ｍ ◆岩手（稲垣、佐々木＝不来方高）

ボウリング ◇成年男子団体（２人チーム） ◆岩手Ａ（阿部、佐藤）
【５位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆米田恵隆（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ横沢直太郎（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード成年男子1500ｍ ◆渡部知也（シリウス）
スケート ◇スピード成年女子1500ｍ ◆藤森美希（八角病院）
スキー

◇女子リレー

◆岩手(滝沢,小田,土屋,田中)

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆三ヶ田泰良（明治大学）

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆土屋正恵（日本大学）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ100ｍ ◆高杉時史（黒沢尻北高校）
サッカー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライトフライ級

◆肝付賢哉（日本体育大学）

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆及川天人（黒沢尻工業高校）

レスリング ◇少年男子フリースタイル60kg級 ◆渡邊耕太（種市高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン51kg級 ◆礒崎竜之介（種市高校)
ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級トータル ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子69㎏級トータル ◆慶長至悟（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級トータル ◆菊池昌輝（岩谷堂高校）

ハンドボール

◇少年男子 ◆岩手

ハンドボール

◇少年女子 ◆岩手

ソフトボール

◇成年男子 ◆岩手

ソフトボール

◇少年女子 ◆岩手

カヌー

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングル1500ｍ

◆山田茉未(岩手中央農業協同組

◇ワイルドウオーター成年女子ヤックシングルスプリント

◆山田茉美（岩手中央農業協同組

合)
カヌー
合）
アーチェリー
空手道

◇少年女子団体

◇成年男子形

◆岩手（南、照井、小野寺）

◆在本幸司（ツクバ精密）

【６位】
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆渡部知也（シリウス）
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆阿部真衣（コスモ通信システム）
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

陸上競技 ◇少年男子共通800ｍ
ボート

◆永井健弘（盛岡市役所）

◆佐々木塁（盛岡第一高校）

◇成年女子シングルスカル ◆大堀玲奈（岩手県庁）

ウエイトリフティング

◇少年男子69㎏級スナッチ ◆慶長至悟（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆菊池昌輝（岩谷堂高校）

山岳競技 ◇少年男子リード ◆岩手（中島、石嶋）
カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

アーチェリー

◇成年女子団体

◆近村健太（盛岡市役所）

◆岩手（吉田、川渕、岩渕）

なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（山火、武田）
【７位】
スキー

◇成年男子リレー ◆岩手(遠藤,若松,久保田,村田)

スキー

◇少年男子コンバインド

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩

◆谷地

宙（盛岡中央高校）

◆熊谷菜美（国士舘大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級スナッチ ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆艾 幸太（純情米いわて）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル200ｍ

◆鷹橋茉美（不来方高校）

クレー射撃 ◇スキート団体 ◆岩手（佐藤、菊地、武内）
【８位】
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆紺野元暉（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆星野帆乃華（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆星野帆乃華（盛岡農業高校）
スキー

◇少年男子リレー ◆岩手(田邊,大堰,鈴木,橋本)

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆田中ゆかり（東海大学）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

◆高橋佳佑（盛岡中央高校）

陸上競技 ◇少年女子共通三段跳

◆山中愛仁果（盛岡第一高校）

セーリング ◇少年女子420級 ◆ 岩手（盛合、高橋）
ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級トータル ◆平塚侑亨（水沢高校）

自転車競技 ◇成年男子ケイリン

◆安倍大成（早稲田大学）

アーチェリー

◇成年男子団体

◆岩手（佐々木、丹野、滝野）

アーチェリー

◇成年女子個人

◆川渕真弓（花巻北高校職員）

第72回（H29・2017）
【１位】
スケート ◇スピード成年男子1500ｍ ◆渡部友也（シリウス）
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆渡部友也（シリウス）
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆熊谷 萌（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

陸上競技 ◇成年男子10000ｍ競歩
ホッケー ◇少年男子

◆永井健弘（盛岡市役所）
◆土屋正恵（日本大学）

◆高橋英輝（富士通）

◆岩手

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆中野慎詞（紫波総合高校）
フェンシング

◇成年男子フルーレ ◆岩手（佐々木、藤野、千田）

山岳競技 ◇少年女子ボルダリング ◆岩手（田中、伊藤）
カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンシングル200ｍ

アーチェリー
ゴルフ

◇女子団体 ◆岩手（川渕、吉田、畠山）

◇少年男子個人

◆米澤

蓮（盛岡中央高校）

◆吉田俊吾（不来方高校）

【２位】
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆熊谷 萌（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

レスリング ◇成年男子フリースタイル125kg級 ◆金澤勝利（自衛隊体育学校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン66kg級 ◆川瀬克祥（シリウス）
自転車競技 ◇成年男子ケイリン

◆照井拓成（日本大学）

山岳競技 ◇少年女子リード ◆岩手（田中、伊藤）
なぎなた ◇少年女子演技 ◆岩手（山火、佐々木）
【３位】
スケート ◇スピード成年女子1500ｍ ◆阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆米田恵隆（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（安代中学校教員）

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆米沢茂友樹（オリコ）
陸上競技 ◇少年男子Ｂ3000ｍ

◆佐々木塁（盛岡第一高校）

ボクシング ◇少年男子フライ級

◆福來龍神（江南義塾盛岡高校）

ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆菊地永司（盛岡南高校）

レスリング ◇女子フリースタイル53kg級
弓道

◇成年女子遠的

◆菅原ひかり（種市高校教員）

◆岩手（伊藤、岩渕、村川）

カヌー

◇ワイルドウオーター成年女子スプリント ◆山田茉未（岩手中央農業協同組合）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンシングル500ｍ

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル200ｍ

クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆吉田俊吾（不来方高校）

◆菊池夏生（不来方高校）

◆岩手（西川、佐藤、竹内）

【４位】
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手（斉藤、芝西、池田、渡部）
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ横沢直太郎（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆三ヶ田泰良（明治大学）

陸上競技 ◇少年女子Ａ100ｍ ◆山田美来（盛岡誠桜高校）
ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級クリーン＆ジャーク

ハンドボール

◇少年女子 ◆岩手

自転車競技 ◇少年男子ケイリン
ライフル射撃
剣道

◆千葉元太（盛岡工業高校）

◆佐藤威吹（紫波総合高校）

◇成年女子エアピストル40発 ◆佐々木千鶴（岩手県警察学校）

◇成年男子 ◆岩手（佐々木,白鳥,小田口,青木,下川）

カヌー

◇ワイルドウオーター成年女子1500m ◆山田茉未（岩手中央農業協同組合）

【５位】
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手（斉藤、芝西、池田、渡部）
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ横沢直太郎（盛岡工業高校）
陸上競技 ◇少年男子Ｂ砲丸投

◆馬場北斗（水沢第一高校）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ走幅跳

◆伊藤千洸（盛岡南高校）

陸上競技 ◇少年男子Ａ棒高跳

◆刈谷春樹（盛岡南高校）

陸上競技 ◇少年女子Ａ400ｍ ◆山田美来（盛岡誠桜高校）
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ミドル級

◆梅村

ボクシング ◇成年男子ライトヘビー級

錬（拓殖大学）

◆照井湧真（拓殖大学）

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆佐藤脩斗（水沢工業高校）
レスリング ◇成年男子フリースタイル57kg級 ◆佐京昴亮（日本大学）
レスリング ◇少年男子グレコローマン60kg級 ◆浅沼

竜（盛岡工業高校）

レスリング ◇少年男子グレコローマン84kg級 ◆大久保航汰（種市高校）
馬術

◇少年馬場馬術

馬術

◇少年二段階障害飛越 ◆伊藤美月（ハローリズム/水沢農業高校）

馬術

◇少年ダービー

ソフトボール
カヌー

◆千葉

遥（パスティック/金ヶ崎高校）

◆小野寺竜樹(ハローリズム/水沢農業高校)

◇少年女子 ◆岩手

◇スプリント少年女子カヤックシングル500ｍ

◆菊池夏生（不来方高校）

高校野球 ◇軟式 ◆専修大学北上高校
高校野球 ◇硬式 ◆盛岡大学附属高校
【６位】
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆藤森美希（八角病院）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆畠山長太（八幡平市産業振興）

スキー

◇少年男子コンバインド

◆小林龍尚（松尾中学校）

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩

◆熊谷菜美（国士舘大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆千葉健介（早稲田大学）

自転車競技 ◇男子チームスプリント ◆岩手（後藤、照井、中野）
ソフトテニス

◇少年男子 ◆岩手（及川,小田島,浅間,東,瀬川）

馬術

◇少年自由演技馬場馬術

◆千葉 遥（パスティック/金ヶ崎高校）

弓道

◇少年男子近的

◆岩手（佐藤、荒田、舘）

弓道

◇少年男子遠的

◆岩手（佐藤、荒田、舘）

【７位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（米田、横沢、佐藤、山口）
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆横沢直太郎（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆星野帆乃華（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆宮本慎矢（三田商店SC）

スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆小松恭平（新日本設計東北支社）

スキー

◇女子リレー

◆岩手(小田,森,土屋,田中)

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆長根隆文（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級トータル ◆千葉健介（早稲田大学）

ソフトテニス

◇成年男子 ◆岩手（山田,南郷,伊藤,吉田,泉山）

馬術

◇成年女子ダービー ◆渡邉 咲(ハローリズム/前沢学校給食センター)

馬術

◇成年男子国体総合馬術

◆佐藤 改（コルマノ/アリオン）

【８位】
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆濱田芽衣子（岩手県立大学）
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆佐藤寛人（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆小船勝巳（荒沢運送）

陸上競技 ◇少年女子Ｂ走幅跳
陸上競技 ◇少年女子共通棒高跳

◆山中愛仁果（盛岡第一高校）
◆新田英理子（黒沢尻北高校）

陸上競技 ◇成年男子やり投 ◆長沼 元（国士舘大学）
ウエイトリフティング

◇成年男子85㎏級トータル ◆及川 翼（自衛隊体育学校）

ウエイトリフティング

◇成年男子94㎏級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子94㎏級トータル ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング
カヌー

◇少年男子77kg級トータル ◆長根隆文（久慈工業高校）

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

アーチェリー

◇成年女子個人

◆近村健太（盛岡市役所）

◆川渕真弓（花巻北高校職員）

クレー射撃 ◇成年スキート個人

◆佐藤一将（滝沢市役所）

第71回（H28・2016）
【１位】
スケート ◇ショートトラック成年男子1000ｍ ◆村竹啓恒（岩手県体育協会）
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇少年男子コンバインド

陸上競技 ◇成年男子10000ｍ競歩

◆永井健弘（盛岡市役所）

◆三ヶ田泰良（盛岡中央高校）
◆高橋英輝（富士通）

レスリング ◇少年男子フリースタイル120㎏級 ◆大崎滉祐（種市高校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン66㎏級 ◆川瀬克祥（岩手県体育協会）
ウエイトリフティング

◇成年男子62㎏級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教）

ウエイトリフティング

◇成年男子56㎏級クリーン＆ジャーク ◆艾 幸太（岩手県スポーツ振興事業

団）
ウエイトリフティング

◇成年男子56㎏級トータル ◆艾

幸太（岩手県スポーツ振興事業団）

フェンシング

◇成年男子フルーレ ◆岩手（藤野、工藤、佐々木）

ライフル射撃

◇成年女子10ｍエアピストル(40） ◆佐々木千鶴（盛岡西警察署）

剣道

◇成年男子 ◆岩手（菅野,古舘,小田口,赤嵜,下川）

剣道

◇成年女子 ◆岩手（岡崎、中村、千葉）

剣道

◇少年女子 ◆岩手（阿部,瀬戸,高橋,及川,高野橋）

山岳競技 ◇少年男子リード ◆岩手（山内、中島）
カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル500ｍ

◆中前いつき（不来方高校）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル200ｍ

◆中前いつき（不来方高校）

空手道

◇成年男子組手個人重量級 ◆石塚将也（盛岡市役所）

空手道

◇成年男子形

◆在本幸司（ツクバ精密）

なぎなた ◇少年女子演技 ◆岩手（山火、武田）
【２位】
スケート ◇スピード成年男子3000ｍ ◆渡部知也（岩手県体育協会）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆米沢茂友樹（東海大学）
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子フライ級

◆星 和也（東洋大学）

ボクシング ◇成年男子ミドル級

◆梅村

体操競技 ◇成年男子団体総合

◆岩手（仰,小原,安川,北川,青梨）

レスリング ◇女子フリースタイル53㎏級
ウエイトリフティング

錬（拓殖大学）

◆菅原ひかり（種市高校教）

◇成年男子56㎏級スナッチ ◆艾

幸太（岩手県スポーツ振興事業団）

自転車競技 ◇男子チームスプリント ◆岩手（藤根、後藤、照井）
山岳競技 ◇少年男子ボルダリング ◆岩手（山内、中島）
空手道

◇成年男子組手個人軽量級 ◆北山 到（カットクラブドゥーダ）

空手道

◇成年男子組手個人中量級 ◆佐々木優太（YDKコミュニケーションズ）

空手道

◇少年男子形

◆冨澤拳真（大船渡高校）

クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆岩手（村谷、佐藤、武内）

クレー射撃 ◇成年スキート個人

◆村谷信明（村谷パン）

【３位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆斉藤龍汰（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード成年男子1000ｍ ◆池田晋一朗（盛岡市役所）
スケート ◇フィギュア成年男子個人 ◆佐藤洸彬（岩手大学）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（安代中学校教員）

陸上競技 ◇少年男子共通走高跳
ホッケー ◇少年男子

◆高橋佳五（盛岡南高校）

◆岩手（選抜）

ボクシング ◇成年女子フライ級

◆小河原結寿（岩手県ボクシング連盟）

ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆菊地永司（盛岡南高校）

バスケットボール ◇少年男子

◆岩手

レスリング ◇成年男子フリースタイル86㎏級 ◆伊藤拓也（合同会社ＨＵＧ）
レスリング ◇少年男子フリースタイル84㎏級 ◆佐藤友哉（種市高校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン98kg級 ◆横澤

徹（盛岡市役所）

セーリング ◇少年男子420級 ◆岩手（佐香、長澤）
馬術

◇成年女子自由演技馬場馬術 ◆黒須晴子（ロリノ、岩手県馬術連盟）

ソフトボール

◇少年女子 ◆岩手

弓道

◇成年女子近的

◆岩手（菊池、村川、瀬川）

剣道

◇少年男子 ◆岩手（黒田,黒澤,山口,佐々木,皆川）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックフォア500ｍ

◆岩手（小笠原,中島,北舘,菊池＝不来方高）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックフォア200ｍ

◆岩手（小笠原,中島,北舘,菊池＝不来方高）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンペア500ｍ

空手道

◇組手団体 ◆岩手（細川,北山,石塚,佐々木,在本）

◆岩手（下屋敷、高野＝不来方高）

高校野球 ◇軟式 ◆専大北上高校
【４位】
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手(曽我,阿部,濱田,藤森)
スケート ◇ショートトラック成年男子500ｍ ◆竹村啓恒（岩手県体育協会）
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード成年女子1500ｍ ◆藤森美希（八角病院）
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆山口知己（盛岡第三高校）
陸上競技 ◇成年男子100ｍ ◆宮崎幸辰（東北大学）
陸上競技 ◇成年女子100ｍ ◆藤沢沙也加（セレスポ）
バレーボール

◇成年男子 ◆岩手

自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆後藤 悠（早稲田大学）
自転車競技 ◇成年男子ケイリン
馬術

◆藤根俊貴（順天堂大学）

◇成年男子馬場馬術 ◆齊藤圭介（チャンピオンＳ､ツクバハーベストガーデン）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンペア200ｍ

◆岩手（下屋敷、高野＝不来方高）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

◆近村健太（盛岡市役所）

カヌー

◇ワイルドウオーター成年男子カヤックシングル1500ｍ

アーチェリー

◇成年女子団体

◆岩手（岩渕、川渕、福田）

アーチェリー

◇成年女子個人

◆岩渕 萌（近畿大学）

空手道

◇成年女子組手個人 ◆北山あり（日本体育大学）

空手道

◇少年女子形

◆齋藤晶文（岩手県社会福祉協議会）

◆野田有彩（釜石高校）

なぎなた ◇成年女子試合 ◆岩手（疋田、佐藤、岩崎）
【５位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手(斉藤,吉田,佐藤,米田)

スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆三嶋 萌（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆米田恵隆（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード成年男子500ｍ ◆池田晋一朗（盛岡市役所）
陸上競技 ◇少年男子共通110ｍハードル
サッカー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

◆鎌田直志（盛岡市立高校）

ボート

◇成年男子舵手つきフォア ◆岩手選抜（高橋,阿部,佐藤,大釋,山根）

ボート

◇成年女子ダブルスカル

◆岩手選抜（大堀、松尾）

ボート

◇少年女子ダブルスカル

◆岩手選抜（堀合、吉川）

ボクシング ◇少年男子ピン級

◆肝付賢哉（花巻農業高校）

ボクシング ◇少年ライトフライ級 ◆及川天斗（黒沢尻工業高校）
バレーボール

◇成年女子 ◆岩手

バレーボール

◇少年女子 ◆岩手（盛岡誠桜高校）

体操競技 ◇成年女子団体総合

◆岩手（桑名,前田,河合,鈴木･春,鈴木･優）

レスリング ◇少年男子グレコローマン66㎏級 ◆藤原崇成（盛岡工業高校）
セーリング ◇少年女子420級 ◆岩手（佐々木、前川）
ウエイトリフティング

◇成年男子77㎏級ジャーク ◆及川 翼（自衛隊体育学校）

ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

ハンドボール

◇少年男子 ◆岩手

ソフトテニス

◇少年男子 ◆岩手（及川,小田島,浅間,鈴木,大坊）

相撲

◇成年男子個人

◆里舘

健（平舘高校教）

馬術

◇少年馬場馬術

◆千葉

遥（パーピリオー、金ヶ崎高校）

馬術

◇成年男子自由演技馬場馬術 ◆齊藤圭介（チャンピオンＳ、ツクバハーベストガーデン）

フェンシング
柔道

◇少年女子フルーレ ◆岩手（小川、千葉、佐々木）

◇成年女子 ◆岩手（薬師神、渡邉、菅原）

ソフトボール

◇成年女子 ◆岩手（選抜）

バドミントン

◇少年男子 ◆岩手（軽石、田村、菊地）

弓道

◇少年女子遠的

◆岩手（吉田、小森、福士）

空手道

◇成年女子形

◆川向七瀬（釜石市体育協会）

空手道

◇少年男子組手個人 ◆細川大輔（釜石高校）

空手道

◇少年女子組手個人 ◆菊池亜美紗（釜石高校）

なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（疋田、岩崎）
ボウリング ◇少年男子個人 ◆阿部航希（紫波総合高校）
【６位】
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手(池田,芝西,小野寺,渡部)
スケート ◇スピード成年男子1500ｍ ◆渡部知也（岩手県体育協会）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆畠山長太（八幡平市産業振興）

ボート

◇少年女子シングルスカル ◆織笠 萌（山田高校）

新体操

◇少年女子総合

◆岩手(小田嶋,小川,藤田,柳田,齊藤＝盛岡第三高)

セーリング ◇成年女子セーリングスピリッツ級 ◆岩手（高屋敷、伊藤）
セーリング ◇成年男子レーザー級 ◆佐藤嘉記（一関市体育協会）
ウエイトリフティング

◇成年男子94㎏級ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高校教）

ウエイトリフティング

◇少年男子94㎏級ジャーク ◆菊池和真（岩谷堂高校）

自転車競技 ◇成年男子１㎞タイムトライアル ◆照井拓成（日本大学）
馬術

◇少年自由演技馬場馬術

フェンシング

◆千葉 遥（パーピリオー、金ヶ崎高校）

◇成年女子フルーレ ◆岩手（中野、安田、和田）

弓道

◇成年男子近的

◆岩手（菅、泉田、菊池）

弓道

◇少年女子近的

◆岩手（吉田、小森、福士）

ラグビー ◇成年男子
山岳

◇成年男子リード

カヌー

◆岩手
◆岩手（藤原、昆）

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングルスプリント ◆山田茉未（岩手中央農業協同

組合）
アーチェリー

◇成年女子個人

◆川渕真弓（花巻北高校職）

【７位】
スケート ◇フィギュア成年男子

◆岩手(佐藤,柴田)

スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手(星野,舘洞,鈴木,三嶋)
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆星野帆乃華（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆三嶋 萌（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆藤森美希（八角病院）
スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆米田恵隆（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆横沢直太郎（盛岡工業高校）

スキー

◇少年男子コンバインド

◆村上純人（盛岡中央高校）

ボート

◇少年女子舵手つきクォドルプル

◆岩手(阿部,小笠原,佐藤,浦田,鱒沢)

軟式野球 ◇成年男子

◆岩手

ウエイトリフティング

◇成年男子77㎏級トータル ◆及川 翼（自衛隊体育学校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆菊池 凌（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子94㎏級トータル ◆芦渡 翔（久慈工業高校教）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級クリーン＆ジャーク

カヌー

◆千葉元太（盛岡工業高校）

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングル1500ｍ山田茉未（岩手中央農業協同組合）

アーチェリー

◇成年男子団体

◆岩手（佐々木、滝野、丹野）

なぎなた ◇少年女子団体 ◆岩手（千葉、山火、武田）
ボウリング ◇成年女子個人 ◆菅原要子（岩手県ボウリング連盟）
【８位】
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆星野帆乃華（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年女子1500ｍ ◆高橋桃花（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆濱田芽生子（岩手県立大学）
スケート ◇スピード成年女子1500ｍ ◆阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）
スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆斉藤龍汰（盛岡工業高校）
スキー

◇女子リレー

◆岩手(山本･希,山本･千,土屋,伊藤)

スキー

◇成年男子リレー ◆岩手(村上,高橋,遠藤,若松)

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆柴草陽祐（平舘高校職員）

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆小松恭平（新日本設計）

◆伊藤智美（東海大学）

陸上競技 ◇成年男子800ｍ ◆田中匠英（盛岡市役所）
陸上競技 ◇成年女子400ｍ ◆藤沢沙也加（セレスポ）
ボート

◇少年男子ダブルスカル

◆岩手（盛合、信夫）

水泳（競泳）

◇少年女子Ｂ50ｍ自由形

水泳（競泳）

◇少年女子Ｂ100ｍ自由形

◆千葉すみれ（一関第一高）
◆千葉すみれ（一関第一高）

ウエイトリフティング

◇成年男子77㎏級スナッチ ◆及川 翼（自衛隊体育学校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94㎏級スナッチ ◆菊池和真（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94㎏級トータル ◆菊池和真（岩谷堂高校）

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆安倍大成（紫波総合高校）
ソフトテニス
カヌー

◇成年男子 ◆岩手（吉田,泉山,伊藤,菅原,南郷･周）

◇スプリント少年男子カヤックペア500ｍ ◆岩手（前川、佐藤＝不来方高）

第70回（H27・2015）
【１位】
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スキー
柔道

◇少年男子コンバインド

◆小林陵侑（盛岡中央高校）

◇成年女子 ◆岩手（薬師神、渡邉、菅原）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア200ｍ ◆岩手（五十嵐、後藤＝不来方高）

ボクシング ◇少年男子ミドル級
陸上競技 ◇少年男子Ａやり投
ウエイトリフティング

◆梅村

錬（江南義塾盛岡高校）

◆長沼 元（高田高校）

◇成年男子56㎏級トータル ◆艾

幸太（日本体育大学）

【２位】
スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

ホッケー ◇少年女子
カヌー

◆小林陵侑（盛岡中央高校）

◆岩手

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

◆四戸 宗（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子62㎏級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子62㎏級トータル ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

レスリング ◇成年男子フリースタイル125㎏級 ◆金沢勝利（自衛隊）
陸上競技 ◇成年男子800ｍ ◆田中匠瑛（盛岡市役所）
【３位】
スキー

◇成年男子Ｂクロスカントリー

ホッケー ◇成年女子
フェンシング

◆若松 翔（岩手県教育委員会）

◆岩手

◇少年女子フルーレ ◆岩手（小川、千葉、佐々木）

クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆岩手（菊地、村谷、西川）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア500ｍ ◆岩手（五十嵐、後藤＝不来方高）

カヌー

◇スプリント成年男子とカヤックシングル500ｍ

ウエイトリフティング

◇成年男子56㎏級スナッチ ◆艾

◆近村健太（盛岡市役所）
幸太（日本体育大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子56㎏級クリーン＆ジャーク ◆艾 幸太（日本体育大学）

レスリング ◇少年男子グレコローマン120kg級 ◆姉石慶一（宮古商業高校）
自転車競技 ◇成年男子ケイリン

◆藤根俊貴（順天堂大学）

陸上競技 ◇成年男子10000ｍ競歩

◆高橋英輝（富士通）

ボクシング ◇成年男子フライ級

◆星 和也（東洋大学）

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆佐々木康太（日本大学）
馬術

◇少年ダービー

◆佐々木梨紗（水沢農業高校、ハローリズム号）

【４位】
スケート ◇ショートトラック成年男子500ｍ ◆竹村啓恒（カシオペア氷上スポーツクラブ）
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆三嶋 萌（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（安代中学校教員）

スキー

◇少年男子コンバインド

剣道

◆永井健弘（盛岡市役所）

◆三ヶ田泰良（盛岡中央高校）

◇成年男子 ◆岩手（菅野、古舘、鈴木、赤嵜、下川）

フェンシング

◇成年女子サーブル ◆岩手（中野、佐藤、安田）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンペア500ｍ

◆岩手（吉田、下屋敷＝不来方高）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンペア200ｍ

◆岩手（吉田、下屋敷＝不来方高）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級トータル

陸上競技 ◇成年男子砲丸投げ

◆工藤聖文（盛岡工業高校）

◆佐藤征平（国士舘クラブ）

【５位】
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆三嶋 萌（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード成年女子2000mリレー ◆岩手(濱田,山崎,阿部,曽我)
スキー

◇女子リレー

ホッケー ◇少年男子

◆岩手(土屋,山本,吉田,田中)
◆岩手

ボート

◇成年男子舵手付フォア

◆岩手（高橋、阿部、佐藤、湊、山根）

ボート

◇少年男子ダブルスカル

◆岩手（上中屋敷、倉橋）

弓道

◇成年女子近的

◆岩手（菊池、瀬川、村川）

なぎなた ◇少年女子演技 ◆岩手（川崎、武田）
山岳競技 ◇少年男子ボルダリング ◆岩手（山内、中島）
レスリング ◇少年男子フリースタイル50㎏級 ◆田中浩士（種市高校）

レスリング ◇成年男子グレコローマン71kg級 ◆藤原亘平（岩手県警察）
ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆佐藤 光（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級トータル ◆佐藤 光（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

自転車競技 ◇少年男子ケイリン
馬術

◇少年馬場馬術

カヌー

◆千葉

◆丹内朋紀（紫波総合高校）
遥（前沢中学校、パスティック号）

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

ボクシング ◇少年男子ピン級

◆工藤聖文（盛岡工業高校）

◆四戸 宗（不来方高校）

◆肝付賢哉（花巻農業高校）

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆上岡 翼（盛岡南高校）
【６位】
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆濱田芽生子（岩手県立大学）
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校）
弓道

◇成年女子遠的

◆岩手（菊池、瀬川、村川）

山岳競技 ◇少年男子リード ◆岩手（山内、中島）
ウエイトリフティング

◇成年男子62㎏級スナッチ ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級スナッチ ◆佐藤 光（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆荒屋敷雄基（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級クリーン＆ジャーク

ライフル射撃

◆工藤聖文（盛岡工業高校）

◇成年女子10mエアピストル40発 ◆佐々木千鶴（岩手県警察本部）

馬術

◇成年男子馬場馬術 ◆齊藤圭介（ツクバハーベストガーデン、ロリノ号）

馬術

◇成年男子自由演技馬場馬術 ◆齊藤圭介（ツクバハーベストガーデン、パスティック号）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

◆近村健太（盛岡市役所）

【７位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆吉田晃太郎（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年女子2000mリレー ◆岩手(高畑,圓子,髙橋,三嶋)
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆高橋知秀（トヨタ自動車東日本）

ラグビー ◇少年男子

◆岩手

ラグビー ◇成年男子

◆岩手

バレーボール

◇成年男子 ◆岩手

フェンシング

◇成年女子フルーレ ◆岩手（中野、佐藤、安田）

セーリング ◇少年男子420級 ◆岩手（加藤、向口）

水泳

◇少年女子Ｂ50m自由形 ◆千葉すみれ（磐井中）

ウエイトリフティング

◇成年男子94㎏級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆後藤 悠（早稲田大学）
カヌー

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングル1500ｍ

◆山田茉未（岩手中央農協）

馬術

◇成年女子馬場馬術 ◆黒須晴子（岩手県馬術連盟、ロリノ号）

馬術

◇少年自由馬場馬術 ◆千葉 遥（前沢中学校、パスティック号）

陸上競技 ◇成年男子110ｍハードル ◆齋藤陽平（北上市役所）
【８位】
スケート ◇ショートトラック成年男子1000ｍ ◆竹村啓恒（カシオペア氷上スポーツクラブ）
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

スキー

◇成年女子Ｂジャイアントスラローム ◆佐々木菜津美（ICI石井スポーツ盛岡店）

体操

◆小田倫義（岩手県庁）

◇成年女子 ◆岩手（鈴木･春、鈴木･優、前田、中村、桑名）

テニス

◇少年男子 ◆岩手（本多、松浦）

ライフル射撃

◇成年男子10mエアピストル60発 ◆高橋拓也（県警察学校）

陸上競技 ◇少年男子Ａ棒高跳

◆並岡真生（黒沢尻北高校）

陸上競技 ◇少年女子Ｂ100ｍ ◆山田美来（盛岡誠桜高校）
陸上競技 ◇少年女子Ｂ1500ｍ

◆鈴木樺連（盛岡誠桜高校）

陸上競技 ◇少年男子Ａ400ｍ ◆佐々木愛斗（盛岡南高校）
陸上競技 ◇成年女子10000ｍ競歩

◆熊谷菜美（国士舘大学）

第69回（H26・2014）
【１位】
スキー
弓道

◇少年男子コンバインド
◇成年女子遠的

◆小林陵侑（盛岡中央高校）

◆岩手（菊池、瀬川、村川）

陸上競技 ◇成年男子800ｍ ◆田中匠瑛（盛岡市役所）
ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆梅村

錬（江南義塾盛岡高校）

レスリング ◇成年男子フリースタイル125kg級 ◆金沢勝利（自衛隊）
【２位】
スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

◆小林陵侑（盛岡中央高校）
◆小林潤志郎（東海大学）

陸上競技 ◇成年男子10000m競歩

◆高橋英輝（岩手大学）

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆畠山稜也（黒沢尻工業高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

◆菊地 凱（岩谷堂高校）

【３位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（三嶋,沼下,山崎,濱田)
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（安代中学校教員）

陸上競技 ◇少年男子共通5000ｍ競歩 ◆高橋和生（花巻北高校）
陸上競技 ◇少年男子共通800ｍ
カヌー

◆櫻岡流星（盛岡南高校）

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

レスリング ◇成年男子グレコローマン98kg級 ◆横澤
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆近村健太（盛岡市役所）
徹（盛岡市役所）

◆佐々木大和（水沢工業高校）

【４位】
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

アーチェリー

◇成年女子団体

ライフル射撃

◇成年女子10ｍエアピストル40 ◆佐々木千鶴（岩手県警察本部）

カヌー

◆岩手（福田、岩渕、福田）

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

◆四戸 宗（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級スナッチ ◆土内嘉理（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆土内嘉理（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級トータル ◆土内嘉理（久慈工業高校）

【５位】
スキー

◇少年男子コンバインド

ホッケー ◇少年男子

◆三ヶ田泰良（盛岡中央高校）

◆岩手

ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

ハンドボール

◇成年女子 ◆岩手

卓球

◇成年男子 ◆岩手（北原、大野、星）

卓球

◇少年女子 ◆岩手（塚本、高橋、松浦）

陸上競技 ◇成年女子100ｍ ◆土橋智花（岩手大学）
相撲

◇少年男子個人

◆澤田

航（宮古商業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級トータル ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級トータル ◆齋藤英樹（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆齋藤英樹（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級トータル

ボクシング ◇成年男子フライ級

◆菊地 凱（岩谷堂高校）

◆星 和也（東洋大学）

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆佐々木康太（日本大学）
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆菊地 翔（黒沢尻工業高校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン85kg級 ◆冨士原祐貴（神奈川大学）
レスリング ◇少年男子グレコローマン66kg級 ◆三上康太（盛岡工業高校）
馬術

◇成年男子ダービー ◆佐藤 改（ハローリズム、アリオン）

ライフル射撃

◇少年女子ビームライフル立射40 ◆佐藤綾乃（盛岡第二高校）

【６位】
スケート ◇フィギュア少年男子

◆岩手（佐藤,柴田=盛岡中央高校）

スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆三嶋 萌（盛岡農業高校）
クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆岩手（西川、村谷、武内）

陸上競技 ◇成年女子400ｍ ◆藤沢沙也加（セレスポ）
陸上競技 ◇少年男子Ａ400ｍ ◆佐々木愛斗（盛岡南高校）
陸上競技 ◇成年男子砲丸投 ◆佐藤征平（国士舘大学）
カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア500m ◆岩手（熊谷,五十嵐≂不来方高）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックペア200m ◆岩手（熊谷,五十嵐≂不来方高）

ボート

◇成年男子ダブルスカル

◆岩手（山根、佐藤）

【７位】
スケート ◇フィギュア少年男子個人 ◆佐藤洸彬（盛岡中央高校）
スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆芝西佑哉（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆濱田芽生子（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

ラグビー ◇少年男子
銃剣道

◆照井正樹（矢巾中央幼稚園職員）

◆岩手

◇少年男子 ◆岩手（千葉、佐々木、佐藤）

陸上競技 ◇成年少年女子共通４×100ｍリレー ◆岩手（山田,川村,熊谷,藤沢）
ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級スナッチ ◆内村湧嬉（岩谷堂高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級スナッチ ◆齋藤英樹（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子

10kg級クリーン＆ジャーク

◆菊地

凱（岩谷堂高校）

自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆後藤 悠（早稲田大学）
馬術

◇成年女子ダービー ◆渡邉 咲（ハローリズム、岩手フード株式会社）

【８位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆芝西佑哉（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年男子1000ｍ川村拓也（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

スキー

◇女子リレー

◆永井健弘（盛岡市役所）

◆岩手(高橋,山本,土屋,吉田)

陸上競技 ◇成年女子10000ｍ競歩

◆熊谷菜美（盛岡第一高校）

第68回（H25・2013）
【１位】
ハンドボール

◇少年男子 ◆岩手

陸上競技 ◇成年少年女子共通４×100mリレー ◆岩手(川村,小山,土橋,藤沢）
陸上競技 ◇少年女子Ｂ200ｍ ◆川村知巳（盛岡第一高校）
ボート

◇少年男子シングルスカル ◆山根慶大（山田高校）

【２位】
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（安代中学校教員）

スキー

◇少年男子コンバインド

ホッケー ◇少年男子

◆小林陵侑（盛岡中央高校）

◆岩手

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆後藤 悠（紫波総合高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級スナッチ ◆及川佳将（水沢高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆及川佳将（水沢高校）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ110ｍハードル ◆田代優仁（盛岡第四高校）
ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆梅村

錬（江南義塾盛岡高校）

【３位】
サッカー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

◆近村健太（立命館大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級トータル ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子53kg級クリーン＆ジャーク ◆千葉健介（水沢高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子53kg級トータル ◆千葉健介（水沢高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆及川佳将（水沢高校）

レスリング ◇少年男子グレコローマン120kg級 ◆牧野拓海（種市高校）
ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆佐々木康太（日本大学）
ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆伊藤翔太（日本大学）
【４位】
銃剣道

◇少年男子 ◆岩手(千葉,佐藤,佐々木=秀芳館)

陸上競技 ◇少年女子Ａ100ｍ ◆土橋智花（盛岡誠桜高校）
陸上競技 ◇少年女子Ｂ100ｍハードル ◆佐々木天（盛岡第一高校）
陸上競技 ◇少年男子Ａ11ｍmハードル ◆石川周平（花巻北高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆菊池莉宗（岩谷堂高校）

【５位】
スケート ◇フィギュア少年男子

◆岩手（佐藤洸彬,柴田悠河≂盛岡中央高校）

スケート ◇フィギュア少年男子個人 ◆佐藤洸彬（盛岡中央高校）
スキー
相撲

◇成年女子Ｂジャイアントスラローム ◆東野菜津美（ICI石井スポーツ）
◇少年男子団体

◆岩手（田口,関,上平,高橋,松浦）

クレー射撃 ◇スキート団体 ◆岩手（佐藤,村谷,武内）
山岳競技 ◇成年女子リード ◆岩手（畠山,立花）
ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級スナッチ ◆芦渡 翔（久慈工業高校教員）

レスリング ◇少年男子フリースタイル74kg級 ◆濱道京祐（種市高校）
レスリング ◇成年男子フリースタイル120kg級 ◆金沢勝利（自衛隊）
レスリング ◇少年男子グレコローマン66kg級 ◆澤田
カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル500ｍ

航（宮古商業高校）
◆佐々木清夏（不来方高校）

ボクシング ◇成年男子フライ級

◆高野裕基（法政大学）

ボクシング ◇少年男子ライト級

◆吉田海斗（江南義塾盛岡高校）

【６位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（三嶋,村山,山崎,濱田)
スキー

◇少年男子リレー ◆岩手(川野,村上,藤本,田崎)

スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

馬術

◆遠藤秀治（清光社スキークラブ）
◆小林陵侑（盛岡中央高校）

◇少年団体障害飛越 ◆岩手（及川,関本,日向=水沢農業高）

山岳競技 ◇成年女子ボルダリング ◆岩手（畠山,立花）
ボート

◇少年女子ダブルスカル

◆岩手（南野,松尾=雫石高）

自転車競技 ◇少年男子ケイリン

◆三浦元緋（盛岡農業高校）

馬術

◇少年ダービー

ウエイトリフティング
ライフル射撃

◆関本敬太（レーヴエトワール,水沢農業高）
◇少年男子53kg級スナッチ ◆千葉健介（水沢高校）

◇成年男子センターファイアピストル60

◆高橋拓也（岩手県警察）

陸上競技 ◇成年女子400ｍ ◆藤沢沙也加（セレスポ）
【７位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（川村,笈口,芝西,杉山）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆三嶋 萌（気仙中学校）
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆村山実咲（盛岡農業高校）
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

弓道

◇成年女子近的

◆岩手（瀬川,菊池,村川）

水泳

◇少年男子Ｂ50ｍ自由形

◆向中野元気（盛岡第一高校）

ボート

◇成年女子ダブルスカル

◆みちのくコカ・コーラRC（山根,大堀）

ボート

◇成年女子シングルスカル ◆小谷尚子（みちのくコカ・コーラRC）

なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（疋田、岩崎）
ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級スナッチ ◆艾

幸太（日本体育大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆及川 翼（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級トータル ◆及川 翼（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級トータル ◆菊池莉宗（岩谷堂高校）

【８位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆杉山裕一（盛岡工業高校）
スキー

◇女子リレー

◆岩手(高橋,土屋,前野,西舘)

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級スナッチ ◆菊池莉宗（岩谷堂高校）

第67回（H24・2012）
【２位】
サッカー ◇成年男子

◆岩手

レスリング ◇成年男子グレコローマン120kg級 ◆金沢勝利（山梨学院大学）
カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

◆近村健太（立命館大学）

カヌー

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

◆佐山建人（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

◆菊池崇人（岩谷堂高校）

【３位】
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

ラグビー ◇成年男子
ライフル射撃

◆小林陵侑（松尾中学校）

◆岩手

◇成年女子10ｍエアピストル ◆佐々木千鶴（岩手県警察）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級トータル ◆内村湧嬉（平成国際大学）

【４位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（小野,杉山,泉山,田口）
自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆三浦元緋（盛岡農業高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工高教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級クリーン＆ジャーク

◆大村勇祐（久慈工業高校）

【５位】
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ソフトボール

◇成年女子 ◆岩手

ハンドボール

◇少年男子 ◆岩手

弓道

◇成年男子近的

◆岩手(佐々木,松田,伊藤)

弓道

◇成年女子遠的

◆岩手(瀬川,菊池,川村)

山岳競技 ◇成年女子ボルダリング ◆岩手(畠山,立花)
馬術

◇少年スピードアンドハンディネス

◆菅原権太郎（キャプテンユー、水沢農業高校）

レスリング ◇成年男子グレコローマン74kg級 ◆田村和男（ワセダクラブ）
レスリング ◇成年男子グレコローマン96kg級 ◆横澤

徹（拓殖大学）

レスリング ◇少年男子フリースタイル74kg級 ◆澤田

航（宮古商業高校）

レスリング ◇成年男子フリースタイル60kg級 ◆中村裕貴（専修大学）
陸上競技 ◇成年女子100ｍ ◆田村友紀（岩手大学）
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆藤原圭希（江南義塾盛岡高校）

ボクシング ◇少年男子ウェルター級 ◆宮川龍矢（黒沢尻工業高校）
ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆玉山勝也（盛岡南高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級トータル ◆芦渡 翔（久慈工高教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級トータル

◆大村勇祐（久慈工業高校）

【６位】
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆浜田芽生子（盛岡農業高校）
弓道

◇少年女子近的

◆岩手(姉帯,平賀,細川)

ボート

◇少年男子舵手付クォドルプル

◆(上野、山根、佐藤、小原)

ボート

◇成年女子ダブルスカル

ボート

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（みちのくコカ･コーラRC）

◆みちのくコカ･コーラRC(山根、高橋)

自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆高木 翔（自営）
陸上競技 ◇成年女子400ｍ ◆藤沢沙也加（自営）
ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級トータル

◆菊池崇人（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子+105kg級スナッチ

◆吉田大地（中央大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子+105kg級トータル

◆吉田大地（中央大学）

【７位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（山崎,沼下,村山,濱田）
クレー射撃 ◇成年スキート団体
馬術

◇少年ダービー

カヌー

◆日向

◆岩手(西川,佐藤,武内)
遼（レーヴエトワール、水沢農業高校）

◇スプリント少年男子カヤックシングル500ｍ

◆佐山建人（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子56kg級トータル ◆大向航一（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級スナッチ ◆及川佳将（水沢高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子62kg級スナッチ ◆内村湧嬉（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級スナッチ ◆芦渡 翔（久慈工高教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級スナッチ

◆大村勇祐（久慈工業高校）

【８位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆田口広騎（盛岡工業高校）

スキー

◇少年女子クロスカントリー ◆土屋正恵（安代中学校）

山岳競技 ◇成年女子リード ◆岩手(畠山,立花)
ライフル射撃

◇成年男子センターファイアピストル

◆楢山将司（岩手県警察）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

◆近村健太（立命館大学）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル200ｍ

◆佐藤 綾（不来方高校）

カヌー

◇スプリント少年女子カヤックシングル500ｍ

◆佐藤 綾（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子56kg級スナッチ ◆大向航一（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆大向航一（平成国際大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級クリーン＆ジャーク

陸上競技 ◇成年男子10000ｍ競歩

◆菊池崇人（岩谷堂高校）

◆吉田琢哉（岩手大学）

陸上競技 ◇成年少年女子共通4×100ｍリレー ◆岩手(田子,藤沢,田村,土橋)

第66回（H23・2011）
【１位】
スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

◆小林潤志郎（東海大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級スナッチ ◆艾

幸太（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆艾 幸太（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆艾

幸太（岩谷堂高校）

【２位】
弓道

◇少年男子近的

◆岩手（柴田、菅、渡辺）

カヌー

◇スプリント少年男子カナディアンペア200ｍ

ボート

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（みちのくコカ・コーラ=立命館大学）

ウエイトリフティング

◆岩手（竹田、鈴木＝不来方高）

◇成年男子69kg級スナッチ ◆盛田郁弥（岩手県協会）

【３位】
ホッケー ◇少年女子
ハンドボール
弓道

◇少年男子 ◆岩手

◇少年男子遠的

カヌー

◆岩手

◆岩手（柴田、菅、渡辺）

◇スプリント少年男子カナディアンペア500ｍ

◆岩手（竹田、鈴木＝不来方高）

レスリング ◇少年男子グレコローマン50kg級 ◆米倉祐樹（盛岡工業高校）
ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆及川一茉（明治大学）

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆野田武暉（釜石高校）
ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆中島

裕（黒沢尻工業高校）

【４位】
ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高校職員）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級トータル ◆芦渡 翔（久慈工業高校職員）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級トータル ◆盛田郁弥（岩手県協会）

ウエイトリフティング

◇成年男子105kg級スナッチ

相撲

◆五十嵐敦（山田町教育委員会）

◇成年男子個人

◆窪田智志（奥州市体育協会）

【５位】
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆西舘 桂（信州大学）
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆大峠大介（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

スキー

◇少年女子クロスカントリー ◆田中ゆかり（沢内中学校）

ホッケー ◇成年女子
ライフル射撃

◆岩手

◇成年男子10ｍエアピストル ◆高橋拓也（岩手県警察）

レスリング ◇成年男子グレコローマン120kg級 ◆金沢勝利（山梨学院大学）
自転車競技 ◇少年男子ケイリン

◆藤根俊貴（紫波総合高校）

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆高木 翔（紫波総合高校）
ボクシング ◇成年男子フライ級

◆柴田愛斗（日本大学）

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級
ボクシング ◇少年男子フライ級

◆木村尚貴（水沢工業高校）

◆佐々木康太（水沢工業高校）

【６位】
スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆小松恭平（中央大学）

スキー

◇成年男子Ｃジャイアントスラローム ◆竹鼻

建（安比スキー＆スノーボードスクール）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級スナッチ ◆芦渡 翔（久慈工業高校職員）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

◆菊池崇人（岩谷堂高校）

【７位】
陸上競技 ◇少年女子Ｂ100ｍハードル ◆荒川沙絵（盛岡第一高校）
【８位】
スケート ◇スピード少年女子1500ｍ ◆細田千里（盛岡市立高校）
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆土樋

梓（ゴールドピークス岩手）

スキー

◇成年女子Ｂジャイアントスラローム ◆清水雅世（株式会社 Ｗｉｎ・Ｗｉｎ）

スキー

◇女子リレー

スキー

◇少年男子リレー ◆岩手（村上、田中、藤本、村田）

水泳

◆岩手（田中、吉田、佐藤、西舘）

◇少年男子Ｂ100ｍ背泳ぎ

◆陣ヶ岡胤（花巻東高校）

陸上競技 ◇少年女子Ｂ100ｍ ◆土橋智花（盛岡女子高校）
カヌー

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

ウエイトリフティング

◇成年男子105kg級トータル

◆佐山建人（不来方高校）
◆窪田智志（奥州市体育協会）

第65回（H22・2010）
【１位】
スキー
弓道

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）
◇少年男子近的

ウエイトリフティング

◆岩手（古舘、佐藤、女鹿口）
◆少年男子94kg級スナッチ ◆後藤清隆（岩谷堂高校）

【２位】
山岳競技 ◇成年女子ボルダリング ◆岩手（畠山、高橋）
ボクシング ◇少年男子フライ級

◆佐々木健介（水沢第一高校）

【３位】
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆土樋

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

ラグビー ◇成年男子

梓（ゴールドピークス岩手）

◆小林潤志郎（盛岡中央高校）

◆岩手

陸上競技 ◇少年男子Ａ円盤投
陸上競技 ◇少年女子共通800ｍ

◆米沢茂友樹（福岡高校）
◆細田友里絵（盛岡第四高校）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル500ｍ

◆水本圭治（大正大学）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

◆水本圭治（大正大学）

レスリング ◇少年男子フリースタイル96kg級 ◆藤本

裕（盛岡工業高校）

レスリング ◇成年男子グレコローマン74kg級 ◆田村和男（早稲田大学）
ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田雄司（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆後藤清隆（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級トータル ◆後藤清隆（岩谷堂高校）

【４位】

スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆西舘 桂（信州大学）
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆岩手（村谷、武内、西川）

陸上競技 ◇少年男子共通5000ｍ競歩 ◆高橋英輝（花巻北高校）
ボート

◇少年男子シングルスカル ◆大釋一輝（山田高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級スナッチ ◆艾

幸太（岩谷堂高校）

【５位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆田口 慧（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆畠山長太（早稲田大学）

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

ハンドボール

◇少年男子 ◆岩手選抜

相撲

◇成年男子個人

◆五十嵐敦（大東文化大学）

ボクシング ◇少年男子ライトウェルター級 ◆次藤瑠耶（江南義塾盛岡高校）
レスリング ◇成年男子フリースタイル60kg級 ◆岩崎大輔（日本体育大学）
レスリング ◇成年男子フリースタイル84kg級 ◆伊藤拓也（マルハン）
レスリング ◇成年男子グレコローマン96kg級 ◆金沢勝利（山梨学院大学）
ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級トータル ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

空手道

◆材津真美（山梨リハビリテーション病院）

◇成年女子型

【６位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー
陸上競技 ◇少年女子Ｂ走幅跳

◆岩手（大峠、村中、田口、田口）

◆鈴木美菜子（一関第一高校）

【７位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆大峠大介（盛岡農業高校）
スキー

◇成年女子Ｂクロスカントリー

◆盛内麻伊子（田山小学校教員）

セーリング ◇少年女子セーリングスピリッツ級 ◆岩手（佐藤、小笠原＝宮古高）
山岳競技 ◇成年女子リード ◆岩手（畠山、高橋）
陸上競技 ◇少年女子Ｂ100ｍ ◆土橋智花（見前中学校）
陸上競技 ◇成年男子400ｍ ◆毛利 俊（中京大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆艾

幸太（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（法政大学）

【８位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆村中正広（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆大峠大介（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

スキー

◇成年男子Ｃジャイアントスラローム ◆藤原拓栄（フジワラ印刷）

スキー

◇少年女子ジャイアントスラローム ◆新里尚子（平舘高校）

なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（松本、岩埼）
ライフル射撃
ボート

◇成年女子10ｍエアライフル立射 ◆中村由美子（オオシマフォーラム燈邸）

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（みちのくコカ・コーラ=立命館大学）

自転車競技 ◇成年男子スプリント ◆齊藤 晋（自営）
ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級ジャーク ◆艾

ウエイトリフティング

◇成年男子105kg級トータル

幸太（岩谷堂高校）

◆窪田智志（奥州市体育協会）

第64回（H21・2009）
【１位】
山岳競技 ◇少年男子リード ◆岩手（藤原、三上）
ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級クリーン＆ジャーク

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆内村湧嬉（盛岡工業高校）

◆吉田大地（盛岡工業高校）

【２位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

ボート

◇少年女子ダブルスカル

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル200ｍ

◆水本圭治（大正大学）

カヌー

◇スプリント成年男子カヤックシングル450ｍ

◆水本圭治（大正大学）

ボクシング ◇成年男子フライ級
ウエイトリフティング

◆小林潤志郎（盛岡中央高校）

◆岩手（田村、山根）

◆及川太郎（中央大学）

◇少年男子＋105kg級トータル

◆吉田大地（盛岡工業高校）

【３位】
スケート ◇スピード少年女子1500ｍ ◆西舘 桂（盛岡農業高校）
クレー射撃 ◇成年スキート団体

◆岩手（西川、佐藤、武内）

レスリング ◇少年男子フリースタイル74kg級 ◆藤原亘平（盛岡工業高校）
カヌー

◇スプリント少年男子カヤックシングル450m

◆近村健太（不来方高校）

高校野球 ◇硬式 ◆花巻東高校
クレー射撃 ◇成年スキート個人

◆武内重人（京西電機岩手工場）

【４位】
スキー
弓道

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆小松恭平（中央大学）
◇少年男子遠的

◆岩手（加茂、女鹿口、平）

山岳競技 ◇少年男子ボルダリング ◆岩手(藤原、三上)
ウエイトリフティング
カヌー

◇少年男子56kg級スナッチ ◆内村湧嬉（盛岡工業高校）

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

◆近村健太（不来方高校）

【５位】
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

◆小田倫義（岩手県庁）

スキー

◇成年女子Ｂクロスカントリー

◆盛内麻伊子（田山小学校教員）

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

バスケットボール ◇少年男子
ハンドボール

◆岩手

◇少年男子 ◆岩手

レスリング ◇少年男子フリースタイル96kg級 ◆藤本

裕（盛岡工業高校）

レスリング ◇成年男子フリースタイル60kg級 ◆岩崎大輔（日本体育大学）
レスリング ◇成年男子フリースタイル84kg級 ◆伊藤拓也（マルハン）
レスリング ◇少年男子グレコローマン55kg級 ◆中村裕真（宮古商業高校）
ウエイトリフティング
ボート
馬術

◇少年男子＋105kg級スナッチ

◆吉田大地（盛岡工業高校）

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（錦秋湖RC=立命館大学）
◇成年女子二段階障害飛越

◆菊地恵美（うまっ子パークいわて）

陸上競技 ◇少年男子Ａハンマー投 ◆菅原佑貴（一関第一高校）
陸上競技 ◇少年男子共通3000ｍ競歩 ◆高橋英輝（花巻北高校）
【６位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆村中正広（盛岡工業高校）

スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（村中、大峠、中村、田口）
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆西舘 桂（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（牛抱、細田、三浦、西舘）
スキー
弓道

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆土樋
◇少年男子近的

梓（ゴールドピークス岩手）

◆岩手（加茂、女鹿口、平）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級クリーン＆ジャーク

ライフル射撃

◆水上貴史（久慈工業高校）

◇成年男子10mエア･ライフル伏射 ◆大西宣文（県土木技術振興協会）

【７位】
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆牛抱朋香（盛岡工業高校）
スキー

◇少年女子クロスカントリー ◆西舘真紀（盛岡南高校）

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

自転車競技 ◇成年男子ポイントレース
陸上競技 ◇少年男子Ｂ走幅跳
ウエイトリフティング

◆兼平 純（日本大学）

◆松村将壽（釜石高校）

◇成年男子77kg級トータル ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

【８位】
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆牛抱朋香（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆細田千里（盛岡市立高校）
弓道

◇成年女子近的

◆岩手（佐々木、高橋、瀬川）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

ライフル射撃

◇成年男子センターファイアピストル

◆水上貴史（久慈工業高校）
◆楢山将司（岩手県警察）

ボウリング ◇少年男子個人 ◆吉田拓未（盛岡第三高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級トータル

◆水上貴史（久慈工業高校）

第63回（H20・2008）
【１位】
スキー

◇少年男子コンバインド

◆小林潤志郎（盛岡中央高校）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｃジャイアントスラローム

◆小林潤志郎（盛岡中央高校）
◆竹鼻

建（安比高原スキースノーボードスクール）

レスリング ◇少年男子グレコローマン96kg級 ◆金澤勝利（種市高校）
ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆小原佳太（東洋大学）
【２位】
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

自転車競技 ◇成年男子ポイントレース

◆兼平 純（日本大学）

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ ◆那須川瑞穂（アルゼ）
ライフル射撃

◇成年男子センターファイアピストル

◆楢山将司（盛岡西警察署）

【３位】
山岳競技 ◇少年男子ボルダリング ◆岩手（長谷川・藤原=盛岡南高校）
カヌー

◇フラットウォーター成年男子カヤックシングル200ｍ ◆水本圭治（大正大学）

カヌー

◇フラットウォーター成年男子カヤックシングル500ｍ ◆水本圭治（大正大学）

レスリング ◇少年男子グレコローマン55kg級 ◆中村裕貴（宮古商業高校）
ボクシング ◇成年男子フライ級

◆佐藤洋樹（法政大学）

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆及川太郎（中央大学）
【４位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（牛抱・三浦・佐藤・西舘）
スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井陽一（八幡平市スキー連盟）

ホッケー ◇成年女子
ボート

◆遠藤悠介（清光社スキークラブ）

◆岩手

◇少年女子舵手つきクォドルプル

◆岩手（武藤、柏谷、山根、安部、松本）

山岳競技 ◇少年男子リード ◆岩手（長谷川・藤原=盛岡南高校）
【５位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（中村・新毛・齋藤・田口）
スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆土樋

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井健弘（日本体育大学）

ハンドボール
相撲

梓（土樋パルス）

◇成年男子 ◆岩手

◇成年男子団体

◆岩手（五十嵐、田澤、泉山）

レスリング ◇成年男子フリースタイル84kg級 ◆伊藤拓也（マルハン）
レスリング ◇成年男子フリースタイル96kg級 ◆藤本健治（拓殖大学）
ボクシング ◇成年男子ライトフライ級

◆松本優樹（拓殖大学）

ボクシング ◇成年男子フェザー級 ◆菅原昂之介（東洋大学）

ボクシング ◇少年男子ライト級

◆笠井伸稔（江南義塾盛岡高校）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ円盤投

◆米沢茂友樹（福岡高校）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ走幅跳

◆千田大貴（釜石高校）

陸上競技 ◇少年男子Ａ400ｍ ◆毛利 俊（盛岡南高校）
ウエイトリフティング
ボート

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（盛岡工業高校）

◇少年男子シングルスカル ◆畠山惇史（西和賀高校）

【６位】
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆西舘 桂（盛岡農業高校）
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆畠山長太（早稲田大学）

水泳

◇少年女子Ａ50ｍ自由形

カヌー

◆小田倫義（岩手県庁）

◆及川里奈（一関第一高校）

馬術

◇フラットウォーター少年男子カナディアンシングル200ｍ

◆立花勇樹（不来方高校）

◇成年男子ダービー ◆山口勝也（遠野馬の里）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級クリーン＆ジャーク

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級トータル

◆尾前孝明（久慈工業高校）

◆尾前孝明（久慈工業高校）

【７位】
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆中村将樹（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子リレー ◆岩手（一ノ瀬、八幡、安保、高橋）

ラグビー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

セーリング ◇成年女子セーリングスピリッツ級 ◆岩手（高屋敷、豊島）
陸上競技 ◇少年男子Ｂ110ｍハードル ◆増戸俊太朗（盛岡第一高校）
ウエイトリフティング
ボート

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田雄司（久慈工業高校教員）

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（立命館大学）

【８位】
新体操

◇少年男子総合

◆盛岡市立高校（横澤,播磨,中村,熊沢,遠藤）

セーリング ◇少年女子セーリングスピリッツ級 ◆岩手（長洞、森山=宮古高校）
なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（伊藤・岩崎）
水泳

◇少年女子Ａ100ｍ自由形

ウエイトリフティング

◆及川里奈（一関第一高校）

◇少年男子53kg級スナッチ ◆大向航一（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子53kg級トータル ◆大向航一（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級トータル ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級スナッチ

◆尾前孝明（久慈工業高校）

陸上競技 ◇少年女子Ａ400ｍ ◆小田嶋叶美（北上翔南高校）

第62回（H19・2007）
【１位】
カヌー

◇フラットウォーター成年男子カヤックシングル500ｍ ◆水本圭治（大正大学）

カヌー

◇フラットウォーター成年男子カヤックシングル200ｍ ◆水本圭治（大正大学）

レスリング ◇少年男子フリースタイル96kg級 ◆金澤勝利（種市高校）
馬術

◆少年スピードアンドハンディネス

◆佐藤 改（水沢農業高校）

【２位】
軟式野球 ◇成年男子

◆岩手

【３位】
スキー

◇成年女子Ｂクラシカル

◆八幡いつか（岩手自衛隊）

スキー

◇成年男子Ｃジャイアントスラローム

◆竹鼻

建（安比高原スキースノーボードスクール）

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ ◆那須川瑞穂（アルゼ）
ボート

◇少年男子シングルスカル ◆阿部大貴（黒沢尻工業高）

レスリング ◇成年男子グレコローマン84kg級 ◆伊藤拓也（早稲田大学）
レスリング ◇少年男子グレコローマン84kg級 ◆横澤

徹（盛岡工業高）

【４位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆村上 映（ニットク中川ヒューム管工業）

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

山岳競技 ◇少年男子クライミング ◆岩手（齋藤・長谷川）
水泳

◇少年女子Ｂ100m自由形

相撲

◇成年男子Ｂ個人

◆及川里奈（一関第一高校）

◆越田正信（平舘高校教員）

【５位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆畠山長太（早稲田大学）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆畠山拓浩（岩手ホテル＆リゾート）

スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

◆遠藤秀治（日本大学）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

新体操

◇少年男子 ◆盛岡市立高校

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

バスケットボール ◇少年男子
ハンドボール
ゴルフ

◆村上 映（ニットク中川ヒューム管工業）

◆岩手

◇少年男子 ◆岩手

◇成年男子団体

◆岩手（雛鶴・小泉・星）

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手（佐々木・新妻）
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手（齋藤・服部）
相撲

◇成年男子Ａ団体

◆岩手（五十嵐・田沢・泉山）

柔道

◇成年女子 ◆岩手（米田・育山・小山）

弓道

◇成年男子近的

◆岩手（高田・鈴木・菅）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ走幅跳

◆千田大貴（釜石中学校）

ウエイトリフティング

◇少年男子53kg級クリーン＆ジャーク ◆藤平寛生（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田雄司（久慈工業高校教員）

自転車競技 ◇成年男子ポイントレース

◆兼平 純（日本大学）

レスリング ◇成年男子フリースタイル96kg級 ◆藤本健治（拓殖大学）
レスリング ◇少年男子グレコローマン55kg級 ◆中村裕貴（宮古商業高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン120kg級 ◆浅沼大将（盛岡工業高校）
【６位】
スケート ◇スピード少年女子1500ｍ ◆西舘 桂(盛岡農業高)
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆西舘 桂(盛岡農業高)
スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆山尾大祐（中央大学）

アーチェリー
弓道

◇少年男子団体

◇少年男子近的

ボート

◆岩手（佐々木陽・吉田・佐々木望）

◆岩手（佐野・田畑・阿部）

◇成年女子シングルスカル ◆高橋尚子（法政大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子53kg級トータル ◆藤平寛生（盛岡工業高校）

【７位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井秀昭（小林水道）

スキー

◇女子リレー

◆岩手（佐藤、久保田、八幡、西舘）

陸上競技 ◇成年女子10000ｍ競歩

◆照井貴子（西和賀高校教員）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田郁弥（法政大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆羽澤裕太（盛岡工業高校）

【８位】
スキー
弓道

◇少年男子リレー ◆岩手（上野、安保、中嶋、照井）
◇成年男子遠的

◆岩手（高田・鈴木・菅）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆羽澤裕太（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子+120kg級ジャーク

カヌー

◆尾前孝明（久慈工業高校）

馬術

◇フラットウォーター少年女子カヤックシングル200ｍ ◆山田茉未（不来方高校）
◇成年女子二段階障害飛越

◆菊地恵美（うまっこパーク岩手）

第61回（H18・2006）
【１位】
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
ボウリング ◇成年男子年齢別個人戦(ハイミドル) ◆木村 聡(全農クミックス)
ボクシング ◇成年ウエルター級
ウエイトリフティング
カヌー

◆小原佳太（東洋大学）

◇少年56kg級スナッチ ◆三嶋

平（岩谷堂農林高）

◇フラットウォーター少年男子カヤックペア500ｍ

◆岩手（北田・水本＝不来方高）

【２位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆高橋正治（雫石町体育協会）

スキー

◇ホッケー成年女子 ◆岩手

ボート

◇成年女子シングルスカル ◆高橋尚子（法政大学）

レスリング ◇少年男子グレコローマン96kg級 ◆金沢勝利（種市高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆三嶋 平（岩谷堂農林高）

ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級トータル ◆三嶋 平（岩谷堂農林高）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（久慈工業高）

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ ◆那須川瑞穂（アルゼ）
陸上競技 ◇少年女子Ａ円盤投
カヌー

◆佐藤紘子（北上翔南高）

◇フラットウォーター少年男子カヤックペア200ｍ

◆岩手（北田・水本＝不来方高）

【３位】
スキー

◇少年男子コンバインド

◆畠山長太（盛岡中央高校）

スキー

◇成年女子Ｂクラシカル

ホッケー ◇少年女子

◆八幡いつか（岩手自衛隊）

◆岩手

レスリング ◇成年男子フリースタイル60kg級 ◆佐藤

優(山梨学院大学)

レスリング ◇少年男子フリースタイル84kg級 ◆佐々木智康(盛岡工業高校)
ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆及川太郎（黒沢尻工業高校）
ボクシング ◇少年男子ミドル級

◆佐藤隆永（黒沢尻工業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級スナッチ ◆盛田雄司（日本大）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級スナッチ ◆芦渡 翔（久慈工業高）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級トータル ◆芦渡 翔（久慈工業高）

【４位】
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川ヒューム管工業）

相撲

◇成年男子Ｂ団体

◆岩手

相撲

◇成年男子Ｂ個人

◆小田島哲男(浄法寺高校教員)

アーチェリー
馬術

◇少年男子団体

◇成年男子国体総合馬術

◆岩手
◆鈴木孔明（水沢農業高教員）

【５位】
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手（植津、下屋敷、遠藤、大峠）
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井秀昭（早稲田大学）

スキー

◇成年男子Ｃ

◆竹鼻

サッカー ◇成年男子

◆岩手

建（安比高原スキークラブ）

レスリング ◇成年男子フリースタイル96kg級 ◆伊藤拓也（早稲田大学）
レスリング ◇少年男子フリースタイル55kg級 ◆荒巻拓也（種市高校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン84kg級 ◆萬

寛史（岩手自衛隊）

レスリング ◇少年男子グレコローマン74kg級 ◆田村和男（専修大学北上高校）
ボクシング ◇成年男子フェザー級 ◆及川雄太（日本大学）
ボクシング ◇成年男子ミドル級

◆高橋春喜（第一商事）

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆松本優樹（水沢工業高）

自転車競技 ◇成年男子ポイントレース

◆兼平 純（日本大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田郁弥（法政大）

【６位】
スキー

◇成年女子Ｂクラシカル

◆土谷美保子（土谷商店）

馬術

◇少年団体障害飛越 ◆岩手（佐藤・瀬戸）

【７位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（アールエフ･テスト･ラボ）

スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

◆遠藤悠介（日本体育大学）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

◆高橋正治（雫石町体育協会）

スキー

◇少年男子リレー ◆岩手（若松、八幡、上野、藤川）

自転車競技 ◇成年男子１kmタイムトライアル ◆佐藤博紀（日本大学）
クレー射撃 ◇スキート個人 ◆柿沼民郎（柿沼医院）
【８位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井陽一（安代町体育協会）

スキー

◇女子リレー

◆岩手（佐藤、久保田、八幡、小船）

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
ボート

◇成年男子シングルスカル ◆米澤豪範（立命館大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級トータル ◆盛田郁弥（法政大）

セーリング ◇少年女子ＦＪ級

◆岩手（猪又・新渡戸）

第60回（H17・2005）
【１位】
セーリング ◇少年女子FJ級 ◆岩手（福舘･東＝宮古高校）
【２位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井秀昭（早稲田大学）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｃジャイアントスラローム ◆竹鼻

カヌー

◇フラットウォーター少年男子カヤックシングル500ｍ ◆水本圭治（不来方高校）

◆田口仁一（田山中学校教員）
建（安比高原スキークラブ）

ボウリング ◇成年女子年齢別個人戦ミドル ◆小笠原由美子（ムラタ）
自転車競技 ◇少年男子24kmポイントレース ◆兼平

純(紫波総合高校)

【３位】
ボート

◇少年男子シングルスカル ◆米澤豪範（西和賀高校）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ200ｍ ◆阿部 塁（盛岡第四高校）

陸上競技 ◇少年女子Ｂ100mH ◆金子沙耶香（北上翔南高校）
レスリング ◇少年男子フリースタイル96kg級 ◆藤本健治（盛岡工業高校）
レスリング ◇少年男子フリースタイル120kg級 ◆井上友矢（盛岡工業高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン84kg級 ◆伊藤

諒（種市高校）

【４位】
スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

ボート

◇少年男子ダブルスカル

◆岩手（佐藤･畠山＝山田高校）

セーリング ◇少年女子シーホッパー級SR
カヌー

◆遠藤悠介（日本体育大学）

◆高橋加奈美（宮古高校）

◇フラットウォーター少年男子カヤックシングル200ｍ ◆水本圭治（不来方高校）

弓道

◇少年男子近的

◆岩手

弓道

◇少年男子遠的

◆岩手

陸上競技 ◇少年女子共通棒高跳

◆畠山

彩（黒沢尻北高校）

【５位】
スキー

◇少年男子コンバインド

スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆高橋正治（雫石町体育協会）

新体操

◇少年男子 ◆盛岡市立高校

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ラグビー ◇少年男子

◆岩手

◆畠山長太（盛岡中央高校）

陸上競技 ◇成年女子砲丸投 ◆佐々木彩野（岩手大学）
陸上競技 ◇少年女子Ａ100ｍ ◆北田由香子（盛岡第三高校）
レスリング ◇成年男子フリースタイル66kg級 ◆鍋久保雄太（岩手県協会）
レスリング ◇少年男子フリースタイル60kg級 ◆四作

航（種市高校）

レスリング ◇少年男子グレコローマン50kg級 ◆武蔵幸孝（盛岡工業高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン74kg級 ◆田村和夫（専修大北上高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級スナッチ ◆盛田雄司（日本大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆高橋明寛（盛岡工業高校）

自転車競技 ◇成年男子１kmタイムトライアル ◆佐藤博紀（日本大学）
ライフル射撃
相撲

◇成年女子ビームライフル立射40 ◆中村由美子（安代町協会）

◇成年男子Ａ個人

【６位】

◆泉山雅行（クリエイト）

スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆高橋知秀（北上市スキー協会）

ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級トータル ◆高橋明寛（盛岡工業高校）

【７位】
スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

◆高橋正治（雫石町体育協会）

スキー

◇成年女子Ｂクラシカル

スキー

◇少年女子ジャイアントスラローム ◆橋本樹里（盛岡中央高校）

◆土谷美保子（土谷商店）

陸上競技 ◇成年男子110mH ◆佐々木優次（岩手陸協）
陸上競技 ◇成年女子100mH ◆千葉志依（仙台大学）
ウエイトリフティング

◇少年男子77kg級スナッチ ◆高橋明寛（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田浩史（盛岡工業高校教）

ライフル射撃

◇成年男子10mエアライフル伏射60 ◆大西宣文（県土木技術振興協会）

【８位】
スキー

◇少年男子コンバインド

◆神 裕也（盛岡南高校）

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井陽一（安代町体育協会）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川ヒューム管工業）

陸上競技 ◇少年女子Ａ400mH ◆角掛 楓（北上翔南高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田郁弥（法政大学）

第59回（H16・2004）
【１位】
ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田雄司(日本大学)

【２位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆遠藤慎太郎(盛岡農業高校)
ボクシング ◇成年男子ミドル級
新体操

◆阿部

満(法政大学)

◇少年男子団体総合 ◆盛岡市立高校

レスリング ◇少年男子フリースタイル50kg級 ◆麦澤奉成(種市高校)
ウエイトリフティング
自転車

◇成年男子77kg級トータル ◆盛田雄司(日本大学)

◇少年男子ポイントレース ◆漆澤 均(紫波総合高校)

【３位】
ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆佐藤洋輝(水沢工業高校)

ウエイトリフティング

◇成年男子77kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田雄司(日本大学)

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

ライフル射撃

◇少年女子エアライフル立射 ◆宮野沙織(平舘高校)

【４位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆高橋正治（雫石町体育協会）

スキー

◇少年男子コンバインド

◆畠山長太（盛岡中央高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級トータル ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級スナッチ ◆小笠原明(盛岡工業高校)

なぎなた ◇少年女子演技 ◆岩手(千葉・岩崎)
【５位】
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆大峠誠太朗(明治大学)
スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆土樋

陸上競技 ◇少年男子Ｂ砲丸投

梓（中央大学）

◆横尾貴幸(釜石南高校)

陸上競技 ◇少年女子Ａ400ｍハードル ◆金田一菜可(盛岡第二高校)
ホッケー ◇成年男子

◆岩手クラブ

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆新里裕亮(法政大学)
ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆及川雄太(水沢工業高校)
ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆小原佳太(黒沢尻工業高校)
ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆鈴木靖規(黒沢尻工業高校)
バスケットボール ◇成年男子

◆岩手

バスケットボール ◇少年男子

◆岩手

レスリング ◇少年男子フリースタイル96kg級 ◆高橋雅人(専大北上高校)
レスリング ◇少年男子グレコローマン84kg級 ◆寶

龍一(宮古商業高校)

レスリング ◇成年男子フリースタイル66kg級 ◆鍋久保雄太(日本体育大学)
ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級トータル ◆小笠原明(盛岡工業高校)

相撲

◇成年男子Ｂ団体

◆岩手(笹淵・越田・小田島)

相撲

◇成年男子Ｂ個人

◆小田島哲男(浄法寺高校教員)

柔道

◇成年女子団体

ソフトボール

◆岩手(澤口・育山・小山)

◇少年女子 ◆岩手

【６位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井秀昭（早稲田大学）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川）

スキー

◇少年女子５kmクラシカル ◆伊藤 翠（不来方高校）

陸上競技 ◇少年女子Ａ400ｍ ◆金田一菜可(盛岡第二高校)
ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆小笠原明(盛岡工業高校)

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース

◆漆澤 均(紫波総合高校)

自転車競技 ◇少年男子エリミネイションレース ◆兼平

純(紫波総合高校)

山岳競技 ◇少年女子クライミング ◆岩手(高橋・舟森)
【７位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

◆高橋正治（雫石町体育協会）

自転車競技 ◇成年男子４km速度競走 ◆吉野鉄平(紫波総合高校教員)
ラグビー ◇少年男子

◆岩手

山岳競技 ◇少年女子縦走 ◆岩手(畠山・舟森)
【８位】
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆遠藤慎太郎(盛岡農業高校)
アイスホッケー

◇少年男子 ◆岩手

スキー

◇少年男子リレー ◆岩手（八幡竹・若松・八幡真・藤川）

カヌー

◇フラットウォーター少年男子カヤックシングル500ｍ齋藤晶文（不来方高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級スナッチ ◆柾谷信行(久慈工業高校)

第58回（H15・2003）
【１位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆大峠誠太朗(盛岡農業高校)
ウエイトリフティング

◇少年男子65kg級トータル ◆盛田郁弥(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子65kg級スナッチ ◆盛田郁弥(盛岡工業高校)

【２位】
レスリング ◇少年男子フリースタイル85kg級 ◆伊藤拓也(盛岡工業高校)
ウエイトリフティング

◇少年男子65kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田郁弥(盛岡工業高校)

【３位】
ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手(川村･近藤)
陸上競技 ◇少年男子Ａ110ｍハードル ◆佐々木悠佑(高田高校)
レスリング ◇少年男子グレコローマン63kg級 ◆藤原達徳(盛岡工業高校)
レスリング ◇成年男子フリースタイル66kg級 ◆鍋久保雄太(日本体育大)
自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆佐藤博紀(紫波高校)
【４位】
セーリング ◇少年女子FJ級 ◆岩手(北村ひとみ・在原ちえみ＝宮古高校)
ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級トータル ◆後藤克也(岩谷堂農林高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級スナッチ ◆後藤克也(岩谷堂農林高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆後藤克也(岩谷堂農林高校)

【５位】
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆大峠誠太朗(盛岡農業高校)
バスケットボール ◇少年男子
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

◆岩手クラブ

山岳競技 ◇少年女子縦走 ◆岩手(畠山･舟森)
陸上競技 ◇少年女子Ｂ200ｍ ◆北田由香子(盛岡第三高校)
相撲

◇成年男子Ｂ個人

◆小田島哲男(浄法寺高校教員)

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級トータル ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級トータル

◆菅原広哉(前沢高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級スナッチ

◆菅原広哉(前沢高校)

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆阿部達也(照井塗装)
レスリング ◇少年男子フリースタイル76kg級 ◆金澤勝太(種市高校)
レスリング ◇少年男子フリースタイル97kg級 ◆奥寺

満(種市高校)

レスリング ◇少年男子グレコローマン69kg級 ◆佐々木覚(盛岡工業高校)
レスリング ◇成年男子フリースタイル55kg級 ◆佐藤
馬術

◇少年ダービー

◆瀬戸裕一(岩谷堂高校)

優(山梨学院大)

【６位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手(関･下屋敷･佐藤･大峠)
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手(袴田･小林･加藤･濱中)
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆高橋正治（雫石町体育協会）

スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

◆村上 映（ニットク中川）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

ウエイトリフティング

◇少年男子105kg級ジャーク

◆菅原広哉(前沢高校)

自転車競技 ◇成年男子４km速度競走 ◆吉野鉄平(紫波高校教員)
【７位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆永井秀昭（早稲田大学）

スキー

◇少年女子ジャイアントスラローム ◆清水雅世（専修大学北上高校）

ボート

◇少年女子シングルスカル ◆高橋尚子（西和賀高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

【８位】
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆袴田智美(東京女子体育大学)
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

スキー

◇女子リレー

スキー

◇成年女子Ｂジャイアントスラローム ◆岩渕あおい（雫石高校教員）

新体操

◇少年男子 ◆盛岡市立高校

フェンシング

◆高橋正治（雫石町体育協会）

◆岩手（高橋･伊藤･冨手･八幡）

◇成年男子団体エペ ◆岩手

山岳競技 ◇少年男子クライミング ◆岩手(川村･及川)
陸上競技 ◇少年男子Ａ走幅跳

◆藤尾純也(盛岡第四高校)

陸上競技 ◇少年女子Ｂ1500ｍ

◆小原 悠(花巻東高校)

陸上競技 ◇成年男子3000ｍ障害
ウエイトリフティング

◆新妻拓弥(岩手陸協)

◇成年男子77kg級スナッチ ◆盛田雄司(日本大学)

第57回（H14・2002）
【１位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆大峠誠太朗(盛岡農業高校)

ボクシング ◇成年男子ライトフライ級

◆八重樫東(拓殖大学)

【２位】
セーリング ◇セーリング少年女子FJ級 ◆岩手（豊島詩子・斎藤裕子＝宮古高校)
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
陸上競技 ◇少年女子Ａ砲丸投

◆佐々木彩野(盛岡第四高校）

レスリング ◇少年男子グレコローマン85kg級 ◆萬

寛史(宮古商業高校)

【３位】
山岳競技 ◇少年男子総合 ◆岩手
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ラグビー ◇成年男子

◆岩手

陸上競技 ◇少年女子Ａ円盤投

◆佐々木彩野(盛岡第四高校）

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆高橋春喜(東京農業大学)
ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級スナッチ ◆盛田郁弥(盛岡工業高校)

【４位】
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆大峠誠太朗(盛岡農業高校)
弓道

◇成年男子団体近的 ◆岩手(松崎、白石、菊池)

【５位】
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

ボート

◇成年男子シングルスカル ◆佐藤聖一（日本体育大学）

相撲

◇成年男子Ｂ団体

◆玉山博隆（陸上自衛隊岩手駐屯地）

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

レスリング ◇成年男子フリースタイル97kg級 ◆佐々木大輔 (リコー光学)
レスリング ◇少年男子フリースタイル76kg級 ◆升沢圭吾(盛岡工業高校)
ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級スナッチ ◆吉田真一郎(日本大学)

【６位】
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆佐藤龍一(盛岡農業高校)
弓道

◇少年女子団体近的 ◆岩手(工藤、越後、川村)

ボウリング ◇成年女子年齢別個人戦ユース ◆小笠原由美子(ムラタ)
陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩
ウエイトリフティング

◆塚田美和子(宮古北高校教員）

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田浩史(盛岡工業高校教員)

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級トータル ◆佐々木和友(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆佐々木和友(盛岡工業高校)

自転車競技 ◇成年男子ポイントレース

◆高橋栄光(岩手県連盟)

【７位】
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆鈴木利英(日本大学)
スキー

◇少年男子コンバインド

◆永井秀昭（盛岡南高校）

スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

ボウリング ◇成年女子年齢別個人戦ミドル ◆鈴木ゆかり(ヨシケイ岩手)
馬術

◇少年団体障害飛越 ◆岩手

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田郁弥(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級スナッチ ◆佐々木和友(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級トータル ◆吉田 剛(本平酒店)

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級スナッチ ◆吉田 剛(本平酒店)

【８位】
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ下屋敷智秀(盛岡第三高校)
スキー

◇女子リレー

◆岩手

スキー

◇成年女子Ｂジャイアントスラローム ◆岩渕あおい（雫石高校教員）

ボート

◇少年男子シングルスカル ◆児玉光平（盛岡大学附属高）

陸上競技 ◇少年男子共通5000ｍ競歩 ◆菅原康広(一関工業高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級トータル ◆吉田真一郎(日本大学)

第56回（H13・2001）
【２位】
スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

◆遠藤悠介（盛岡南高校）

山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
陸上競技 ◇少年女子Ａ100m ◆鈴木あかり（黒沢尻南高校）
ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆高橋 俊（拓殖大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級スナッチ ◆盛田浩史（日本大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆小森勇弥（盛岡工業高校）

【３位】
スキー

◇少年男子コンバインド

ホッケー ◇少年女子

◆永井秀昭（盛岡南高校）

◆岩手

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆佐々木大志（岩手大学）
ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆千葉洋太（盛岡南高校）
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆千葉昭洋（水沢農業高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン54kg級 ◆山本祐二（盛岡工業高校）
レスリング ◇少年男子フリースタイル97kg級 ◆田口勇一（盛岡工業高校）
レスリング ◇少年男子グレコローマン85kg級 ◆萬
ウエイトリフティング

◇少年男子＋105kg級スナッチ

寛史（宮古商業高校）
◆佐藤優亮（岩谷堂農林高校）

【４位】
山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級スナッチ ◆小森勇弥（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級トータル ◆小森勇弥（盛岡工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子＋105kg級トータル

ライフル射撃

◆佐藤優亮（岩谷堂農林高校）

◇成年女子ビームライフル肘射 ◆千葉ひろみ(ジャスコ水沢)

【５位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手(中田・武田・多田・大峠)
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆池田将季（専修大学）

ボート

◇成年男子シングルスカル ◆佐藤聖一（日本体育大学）

ホッケー ◇成年女子
ソフトボール

◆岩手

◇少年女子 ◆岩手

陸上競技 ◇少年男子共通5000ｍ競歩 ◆玉山真一(花北商業高校)
ボクシング ◇成年男子ライトフライ級

◆八重樫東(拓殖大学)

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆高橋春喜(東京農業大学)
ボクシング ◇成年男子ライトミドル級

◆阿部 満(法政大学)

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆瀬川正義(花巻農業高校)

ボクシング ◇少年男子フライ級

◆平井智和(江南義塾盛岡高)

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆上野令人(水沢農業高校)
レスリング ◇成年男子グレコローマン85kg級 ◆鹿糠智樹(久慈水産高校職)
レスリング ◇少年男子グレコローマン58kg級 ◆瀬川恭平(盛岡工業高校)
ウエイトリフティング

◇成年男子85kg級トータル ◆盛田浩史（日本大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子＋105kg級ジャーク

自転車競技 ◇成年男子ケイリン

◆鷹木真吾(県連盟)

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース
相撲

◇成年男子Ａ個人

◆佐藤優亮（岩谷堂農林高校）

◆佐藤佑一(紫波高校)

◆泉山雅行(クリエイト盛岡)

【６位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆大峠誠太朗(盛岡農業高校)
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆遠藤幸太郎(日本大学)
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川）

スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

弓道

◇成年男子遠的

◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

◆岩手

山岳競技 ◇少年女子踏査 ◆岩手
陸上競技 ◇成年女子5000m競歩

◆塚田美和子(宮古北高校教)

陸上競技 ◇少年男子Ｂ800m ◆勝 俊介(盛岡第四高校)
ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆菅原 史和（前沢高校）

自転車競技 ◇少年男子１kmタイムトライアル ◆田畑英行(紫波高校)
【７位】
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆袴田智美(不来方高校)
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

バレーボール

◇成年男子９人制

陸上競技 ◇少年男子Ｂ走幅跳

◆村上 映（ニットク中川）

◆岩手（北上）
◆藤尾純也(盛岡第四高校)

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆吉田 剛（中央大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級スナッチ ◆菅原史和（前沢高校）

【８位】
水泳

◇少年男子Ｂ100ｍ自由形

◆藤野哲平(盛岡南高校)

セーリング ◇少年女子FJ級 ◆岩手(前川ひかり・高屋敷七重＝宮古高校)
新体操

◇少年男子総合

◆岩手（盛岡市立高校）

山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級トータル ◆吉田 剛（中央大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級トータル ◆菅原史和（前沢高校）

第55回（H12・2000）
【１位】
スキー
相撲

◇成年男子Ｃコンバインド ◆丸山寿明（スペースデザインＳＣ）
◇成年男子Ｂ団体

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
ホッケー ◇少年男子

◆岩手

自転車競技 ◇少年男子4000ｍ速度競走

◆親川泰典(盛岡農業高校)

【２位】
レスリング ◇少年男子フリースタイル63kg級 ◆鍋久保雄太(種市高校)
相撲

◇成年男子Ｂ個人

ウエイトリフティング

◆越田正信(平舘高校教員)
◇少年男子85kg級クリーン＆ジャーク ◆菅原史和(前沢高校)

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆高橋 俊(拓殖大学)
【３位】
スキー

◇成年女子Ｂクロスカントリー

◆佐藤雪野（スペースデザインＳＣ）

山岳競技 ◇少年男子総合 ◆岩手
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

陸上競技 ◇少年男子共通やり投

◆高屋敷真悟(盛岡第三高校)

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆佐々木大志(東海大学)
ウエイトリフティング

◇少年男子85kg級トータル ◆菅原史和(前沢高校)

レスリング ◇成年男子グレコローマン58kg級 ◆田中謙介(日本体育大学)
【４位】
スケート ◇スピード少年男子Ａ10000ｍ

◆遠藤幸太郎(盛岡農業高)

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆池田将季（専修大学）

スキー

◇成年男子コンバインド

山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
山岳競技 ◇少年男子踏査 ◆岩手

◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

ウエイトリフティング

◇少年85kg級スナッチ ◆菅原史和(前沢高校)

陸上競技 ◇少年女子Ｂ砲丸投
アーチェリー

◆佐々木彩野(盛岡第四高校)

◇少年男子個 ◆沢里自次(盛岡工業高校)

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆鷹木官玄(紫波高校)
自転車競技 ◇少年男子ポイントレース

◆佐藤友和(紫波高校)

自転車競技 ◇少年４km団体追抜競走 ◆岩手
【５位】
スケート ◇スピード成年男子2000mリレー ◆岩手(石塚・佐々木・鈴木・田口)
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆遠藤早苗(県連盟)
スケート ◇スピード成年女子Ｃ1000ｍ ◆渡辺栄子(緑資源公団)
スキー

◇少年男子コンバインド

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

ホッケー ◇少年女子

◆永井陽一（盛岡南高校）
◆丸山寿明（スペースデザインＳＣ）

◆岩手

山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
ボクシング ◇成年男子フェザー級 ◆渡辺 崇(専修大学)
ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆八重樫東(黒沢尻工業高校)

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆西本 渉(黒沢尻工業高校)
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆上野令人(水沢農業高校)

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆新里裕亮(盛岡南高校)
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆阿部 満(盛岡南高校)
レスリング ◇成年男子グレコローマン69kg級 ◆赤石

博(山梨学院大学)

レスリング ◇成年男子フリースタイル63kg級 ◆馬場

徹(群馬大学)

レスリング ◇成年男子フリースタイル130kg級 ◆宍戸将春(専修大学)
ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級スナッチ ◆盛田雄司(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級トータル ◆盛田雄司(盛岡工業高校)

【６位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手(佐藤・佐々木・大森・袴田)
スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆上田勝人(盛岡三高教)
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川）

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

ヨット

◇少年女子FJ級

◆後藤鹿子（スペースデザインＳＣ）

◆岩手(盛合智絵・山﨑奈美子＝宮古高校)

陸上競

◇成年男子3000ｍ障害

◆新妻拓弥(東京大学)

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース
馬術

◆親川泰典(盛岡農業高校)

◇成年男子ダービー ◆鈴木孔明(県競馬振興公社)

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級ジャーク ◆盛田雄司(盛岡工業高校)

【７位】
スケート ◇スピード成年男子Ａ10000ｍ

◆鈴木利英(日本大学)

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

◆森沢茂紀（IBC岩手放送）

スキー

◇少年女子クロスカントリー ◆冨手美里（盛岡南高校）

スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆藤原拓栄（夏油温泉スキー場）

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
【８位】
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆細田誉子(県連盟)
スキー

◇女子リレー

新体操

◇少年男子団体

ソフトテニス

◆岩手
◆岩手

◇少年男子団体

ウエイトリフティング

◆岩手

◇成年男子69kg級スナッチ ◆吉田真一郎(日本大学)

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩

◆塚田美和子(宮古北高教員)

陸上競技 ◇少年女子共通走高跳

◆三田地浩子(盛岡南高校)

第54回（H11・1999）
【１位】
スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英（盛岡農業高教）
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆丸山寿明（スペースデザインＳＣ）

【２位】
ボウリング ◇成年女子年齢別個人戦(マスターズ) ◆久慈順子(小岩井乳業)
山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
陸上競技 ◇少年男子共通やり投

◆金 孝幸(大東高校)

ボクシング ◇少年男子ライトミドル級

◆伊藤昌範(水沢農業高)

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆及川裕奨(水沢高校)
【３位】

スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆森沢茂紀（ＩＢＣ岩手放送）

スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆村上 映（ニットク中川）
◆後藤鹿子（スペースデザインＳＣ）

山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
レスリング ◇成年男子フリースタイル85kg級 ◆上野和人(日本体育大)
レスリング ◇少年男子フリースタイル56kg級 ◆馬場

徹(種市高校)

レスリング ◇少年男子フリースタイル65kg級 ◆坂下博昭(盛岡工業高校)
レスリング ◇少年男子フリースタイル70kg級 ◆北田玄太(盛岡工業高校)
レスリング ◇少年男子グレコローマン60kg級 ◆佐々木清(盛岡工業高)
ボクシング ◇成年ライトミドル級 ◆辺

守明(法政大学)

ボクシング ◇少年ライトフライ級 ◆八重樫東(黒沢尻工高)
【４位】
スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆藤原拓栄（夏油温泉スキー場）

スキー

◇少年男子ジャイアントスラローム ◆土樋

相撲

◇成年男子Ａ団体

◆森沢茂紀（ＩＢＣ岩手放送）

梓（盛岡第四高）

◆岩手

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級トータル ◆作山 篤(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級スナッチ ◆作山 篤(盛岡工業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆作山 篤(盛岡工業高校)

馬術

◇成年男子ダービー ◆鈴木孔明(競馬振興公社)

馬術

◇成年男子総合馬術 ◆鈴木孔明(競馬振興公社)

馬術

◇少年スピードアンドハンディネス

◆菅原俊吏(水沢農業高校)

【５位】
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆細田誉子（盛岡市）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆細田誉子（盛岡市）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆村上 映（ニットク中川）

ヨット

◇少年女子FJ級

◆岩手（三上・箱石＝宮古高校）

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

ハンドボール

◇少年女子 ◆岩手

ラグビー ◇少年男子

◆岩手

レスリング ◇成年男子グレコローマン58kg級 ◆田中謙介(日本体育大)
レスリング ◇成年男子グレコローマン63kg級 ◆村上和隆(種市高校教)
レスリング ◇少年男子フリースタイル76kg級 ◆中山敏行(盛岡工業高校)
ボクシング ◇成年男子ライト級

◆阿部哲也(専修大学)

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆小原敏也(東京農業大)
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆渡辺

崇(黒沢尻工高)

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆中川伸一(盛岡南高校)
相撲

◇成年男子Ｂ個人

◆小田島哲男(浄法寺高校教)

相撲

◇成年男子Ａ個人

◆舛田克己(トウニチ大槌)

【６位】
スケート ◇フィギュア少年男子

◆門脇正通（前沢高校）

スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆遠藤幸太郎（盛岡農業高校）
陸上競技 ◇成年男子砲丸投 ◆村守伸介(岩手陸協)
陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩

◆塚田美和子(宮古北高教)

陸上競技 ◇少年男子Ｂ100ｍ ◆横山雄一(花巻南高校)
ウエイトリフティング

◇少年男子56kg級クリーン＆ジャーク ◆阿部大造(盛岡工業高校)

【７位】
スケート ◇スピード成年男子Ｂ500ｍ ◆熊谷 元（滝沢村）
スケート ◇スピード成年女子Ｃ500ｍ ◆加藤ひとみ（滝沢村）
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（鈴木・袴田・佐々木・荒田）
新体操

◇少年男子団体

◆盛岡市立高校

陸上競技 ◇少年男子Ａ走幅跳

◆菊地敬太(黒沢尻北高)

陸上競技 ◇少年男子Ａ110ｍハードル ◆佐々木優次(盛岡第三高校)
馬術

◇成年女子ダービー ◆千田江理子(安比高原牧場)

馬術

◇少年ダービー

◆菅原俊吏(水沢農業高校)

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級クリーン＆ジャーク

ウエイトリフティング

◇少年男子+105kg級トータル

◆盛内昭士(盛岡工業高)

◆盛内昭士(盛岡工業高)

【８位】
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆遠藤幸太郎（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード少年男子5000ｍ ◆鈴木利英（盛岡農業高校）
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手（工藤・加藤・細田・佐藤）
スキー

◇成年男子Ａスペシャルジャンプ

◆斉藤博幸（高弥建設）

ボート

◇少年女子シングルスカル ◆高橋陽子(西和賀高校)

水泳

◇成年男子100m平泳 ◆玉山頼和(筑波大学)

山岳

◇成年男子縦走

◆岩手

陸上競技 ◇少年女子Ｂ砲丸投
ウエイトリフティング

◆佐々木彩野(下小路中学)

◇少年56kg級スナッチ ◆阿部大造(盛岡工業高校)

自転車競技 ◇成年男子ケイリン

◆桜澤幸雄(イワテプリミート)

第53回（H10・1998）
【１位】
山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
ホッケー ◇少年男子
スキー

◆岩手

◇成年男子Ｃコンバインド ◆三浦剛喜（安代町役場）

【２位】
ホッケー ◇少年女子
スキー

◆岩手

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆山村直子（リクルート）

自転車競技 ◇少年男子1000ｍタイムトライアル ◆藤原義晴（大迫高校）
レスリング ◇少年男子フリースタイル69kg級 ◆佐々木大輔（盛岡工業高）
レスリング ◇少年男子グレコローマン65kg級 ◆三浦英樹（宮古水産高）
空手道

◇成年男子組手個人 ◆土佐樹誉彦（大阪経法大）

【３位】
スケート ◇スピード少年男子1500ｍ ◆田口貴幸（盛岡第三高）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆加藤ひとみ（岩手県連盟）
スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英（盛岡農業高教）

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩
相撲

◇成年男子Ｂ団体

アーチェリー

◆塚田美和子（盛岡三高教）

◆岩手

◇少年男子団体

◆岩手

ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆阿部哲也（盛岡南高）
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆鈴木大作（水沢工業高）

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆中川伸一（盛岡南高）
ボクシング ◇少年男子ライトミドル級
ボクシング ◇成年男子フライ級
ハンドボール

◆長洞吉和（宮古水産高）

◆菊池

拓（釜石消防署）

◇少年女子 ◆岩手

【４位】
山岳競技 ◇成年女子登攀 ◆岩手
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆細田誉子（岩手県連盟）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆細田誉子（岩手県連盟）
スケート ◇スピード成年男子リレー ◆岩手（石塚･小田･山崎･平間）
ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級トータル ◆武田力也（盛岡工業高）

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆鷹木真吾（紫波高校）
【５位】
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子縦走 ◆岩手
サッカー ◇成年男子
相撲

◇成年男子Ａ団体

ラグビー ◇成年男子

◆岩手
◆岩手
◆岩手

スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆田口貴幸（盛岡第三高）
スケート ◇スピード少年男子リレー ◆岩手（鈴木･武田･佐々木･田口）
スキー
漕艇

◇少年男子コンバインド
◇少年男子シングルスカル

◆池田将季（盛岡中央高校）
◆佐藤聖一（山田高校）

陸上競技 ◇少年女子Ｂ400ｍ ◆小笠原美由紀（黒沢尻南高）
ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級スナッチ ◆吉田真一郎（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年男子69kg級トータル ◆岩舘宏器（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年男子94kg級スナッチ ◆武田力也（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年94kg級クリーン＆ジャーク

空手道

◆武田力也（盛岡工業高）

◇成年女子組手個人 ◆佐々木三千代（東北福祉大）

ボクシング ◇成年男子ライトフライ級
ボクシング ◇成年男子ライト級

◆佐々木良（拓殖大学）

◆三上朗央（専修大学）

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆小原敏也（東京農業大）
ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆辺 明守（法政大学）
レスリング ◇少年男子グレコローマン83kg級 ◆工藤
相撲

◇成年男子Ａ個人

健（盛岡大附高）

◆大畑勝幸（谷地林業）

【６位】
山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
山岳競技 ◇成年女子総合 ◆岩手
スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆鈴木利英（盛岡農業高）
スケート ◇スピード少年男子フィギュア
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

ウエイトリフティング
ライフル射撃

◆門脇正通（前沢高校）
◆青木 進（岩手自衛隊）

◇少年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆岩舘宏器（盛岡工業高）

◇成年エアライフル伏射60

◆大西宣文（県土木技術振興協会）

【７位】
バレーボール

◇成年女子２部９人制 ◆岩手

山岳競技 ◇成年女子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇少年男子総合 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子総合 ◆岩手
スケート ◇スピード成年女子Ａ1500ｍ ◆佐藤由美子（大迫高校教）
スキー
水泳

◇成年女子Ａジャイアントスラローム ◆七ツ田啓子（大東文化大学）
◇少年女子Ａ100ｍ背泳ぎ

陸上競技 ◇成年女子やり投げ

◆向井博美（盛岡第三高校）
◆高橋徳江（日本体育大）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級クリーン＆ジャーク ◆吉田真一郎（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年男子62kg級トータル ◆吉田真一郎（盛岡工業高）

自転車競技 ◇少年男子4000ｍ速度競走
【８位】
アイスホッケー

◇少年男子 ◆岩手

◆鷹木一樹（紫波高校）

山岳競技 ◇少年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇成年女子踏査 ◆岩手
スケート ◇スピード成年女子Ａ3000ｍ ◆吉田奈奈（山梨学院大）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆加藤ひとみ（岩手県連盟）
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆目時慎一（近畿大学）

陸上競技 ◇少年男子Ｂ砲丸投げ
ウエイトリフティング

◆高屋敷真悟（盛岡第三高）

◇少年男子69kg級スナッチ ◆岩舘宏器（盛岡工業高）

第52回（H9・1997）
【１位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆三浦剛喜（安代町役場）

ウエイトリフティング

◇少年男子83kg級トータル ◆盛田浩史（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年83kg級スナッチ ◆盛田浩史（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇少年83kg級クリーン＆ジャーク

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆盛田浩史（盛岡工業高）

◆小原敏也（東京農業大学）

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆八重樫剛（水沢農業高教員）
自転車競技 ◇成年男子4000ｍ速度競走

◆高橋栄光（東北エンジニアリング）

【２位】
スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー市

◆山村 直子（リクルート）

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
ボクシング ◇少年ライトミドル級 ◆菊池真也（黒沢尻工業高）
【３位】
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆高橋正治（雫石町体協）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

スキー

◇成年女子Ｂクロスカントリー

スキー

◇成年女子Ａジャイアントスラローム ◆岩渕あおい（日本体育大学）

◆三浦剛喜（安代町役場）
◆原田史子（リクルート）

レスリング ◇成年男子57kg級フリースタイル ◆星

政宏（上野建設）

レスリング ◇少年男子50kg級フリースタイル ◆沢野光幸（種市高校）

レスリング ◇成年男子52kg級グレコローマン ◆渡辺直樹（サンホーム宮古）
相撲

◇成年男子Ａ団体

◆岩手

相撲

◇成年男子Ｂ団体

◆岩手

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆加藤修一（遠野高情報校教員）
ボクシング ◇少年男子フライ級

◆首藤義武（水沢農業高）

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆辺 明守（法政大学）
ウエイトリフティング

◇少年男子91kg級クリーン＆ジャーク ◆吉田 剛（前沢高校）

【４位】
スキー

◇少年男子コンバインド

◆高橋

進（盛岡中央高校）

スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆山本 進（盛岡南高校教員）

山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
山岳競技 ◇成年女子縦走 ◆岩手
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ウエイトリフティング

◇少年男子91kg級トータル ◆吉田 剛（前沢高校）

【５位】
スキー

◇少年男子コンバインド

◆池田将季（盛岡中央高校）

スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

◆田口仁一（高弥建設）

スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英(盛岡農業高校教員）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆加藤ひとみ（県連盟）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆加藤ひとみ（県連盟）
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手(浅水･工藤･田鎖･吉田)
ヨット

◇少年女子FJ級

◆岩手（斎藤・菊池＝宮古高校）

レスリング ◇成年男子48kg級フリースタイル ◆鈴木善之（東北銀行）
レスリング ◇少年男子46kg級グレコローマン ◆佐藤
ホッケー ◇成年女子
ハンドボール

実（種市高校）

◆岩手

◇少年男子 ◆岩手

陸上競技 ◇成年女子5000ｍ競歩

◆照井貴子（筑波大学）

ウエイトリフティング

◇成年男子70kg級スナッチ ◆大沼慶太（中央大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子91kg級スナッチ ◆吉田 剛（前沢高校）

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆伊藤裕幸（水沢農業高）

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆高橋 俊(江南義塾盛岡高)

山岳競技 ◇成年女子踏査 ◆岩手
サッカー ◇成年男子

◆全岩手

【６位】
スキー

◇成年男子Ｃクロスカントリー

スキー

◇女子リレー

◆青木 進（岩手自衛隊）

◆岩手(山村･廣山･原田･小田)

スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆田口貴幸（盛岡第三高校）
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手(鈴木･荒田･佐々木･田口)
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手(石塚･小田･上田･平間)
漕艇

◇少年男子ダブルスカル

◆岩手（川村・佐藤＝山田高校）

ボウリング ◇成年男子個人50才以上 ◆佐々木和夫（薫山工房）
自転車競技 ◇少年男子1000ｍタイムトライアル ◆藤原義晴（大迫高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子70kg級トータル ◆大沼慶太（中央大学）

【７位】
スキー

◇成年女子Ａジャイアントスラローム ◆七ツ田啓子（大東文化大学）

スケート ◇スピード少年男子10000ｍ ◆鈴木利英（盛岡農業高校）
ウエイトリフティング

◇成年男子70kg級クリーン＆ジャーク ◆大沼慶太（中央大学）

ウエイトリフティング

◇少年男子76kg級トータル ◆上村和彦（盛岡工業高）

バレーボール

◇成年女子２部９人制 ◆岩手（盛北クラブ）

山岳競技 ◇成年女子総合 ◆岩手
【８位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆目時慎一（近畿大学）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆森沢茂紀（岩手放送）

スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇少年女子ジャイアントスラローム ◆斉藤利佳（盛岡南高校）

◆高橋正治（雫石町体協）

ウエイトリフティング

◇少年男子76kg級スナッチ ◆上村和彦（盛岡工業高）

ウエイトリフティング

◇成年男子+108kg級スナッチ

◆八重樫直一（小田島工業）

山岳競技 ◇少年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子踏査 ◆岩手
ライフル射撃
馬術

◇成年エアライフル伏射60発 ◆大西宣文（土木技術振興協会）

◇成年男子総合馬術 ◆石川幸治（競馬振興公社）

第51回（H8・1996）
【１位】
ヨット

◇少年女子FJ級

◆岩手（鳥居・伊藤＝宮古高校）

自転車競技 ◇少年男子１kmタイムトライアル ◆安藤優企（盛岡農業高校）
ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆小原敏也（花巻農業高校）
【２位】
スキー

◇成年男子Ｃコンバインド ◆山本 進（盛岡南高校教員）

レスリング ◇少年男子グレコローマン54kg級 ◆田中謙介（盛大附属高校）
ホッケー ◇少年男子

◆岩手

【３位】
スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆加藤ひとみ（県連盟）
スキー

◇女子リレー

◆岩手（山村･廣山･原田･山本）

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆荒川 孝（水沢農業高校）
ソフトボール

◇少年女子 ◆岩手

【４位】
スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆山村直子（リクルート）

スキー

◇成年女子Ａジャイアントスラローム ◆岩渕あおい（日本体育大学）

陸上競技 ◇成年女子共通5000ｍ競歩 ◆塚田美和子（盛岡三高教員）
自転車競技 ◇成年男子4000ｍ団体追抜競走 ◆岩手
弓道

◇少年男子遠的

◆岩手

弓道

◇少年男子総合

◆岩手

【５位】
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆高橋正治（雫石町体協）

スキー

◇成年男子Ｃスペシャルジャンプ

◆山本 進（盛岡南高校教員）

陸上競技 ◇成年男子円盤投 ◆加藤修一(遠野情報ビジネス高教）
レスリング ◇少年男子フリースタイル81kg級 ◆上野和人（盛岡大附属高校）
レスリング ◇成年男子グレコローマン57kg級 ◆及川文雄（木戸口工務店）
ボクシング ◇成年男子フライ級

◆前田貴宏（中央大学）

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆藤原真一（東京農業大学）

相撲

◇成年男子Ａ個人

◆加藤紀彦（山田町役場）

自転車競技 ◇少年男子スプリント ◆千葉尚也（盛岡農業高校）
ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

サッカー ◇少年男子

◆岩手

弓道

◆岩手

◇少年男子近的

【６位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ5000ｍ競歩 ◆菅原 孝（花巻南高校）
陸上競技 ◇少年男子Ｂ800ｍ ◆石崎誠治（一関商工高校）
ウエイトリフティング

◇少年男子83kg級トータル ◆菊池秀哉（岩谷堂農林高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子83kg級クリーン＆ジャーク ◆菊池秀哉（岩谷堂農林高校）

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
【７位】
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手(浅水･高橋･吉田･田鎖)
ヨット

◇少年男子FJ級

ライフル射撃

◆岩手（中川・鈴木＝宮古高校）

◇成年男子エアライフル立射 ◆大西宣文（県土木技術振興協会）

山岳競技 ◇成年男子総合 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
漕艇

◇少年女子舵手付フォア

◆盛岡第三高校

【８位】
スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英（盛岡農高教員）
スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆加藤ひとみ（県連盟）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆森沢茂紀（岩手放送）

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆廣山みゆき（リクルート）

スキー

◇成年女子Ｂクロスカントリー

◆新里美佐子（一戸高教）

スキー

◇成年男子Ａジャイアントスラローム ◆瀬川康明（日本体育大学）

スキー

◇少年男子ジャイアントスラローム ◆吉田祥司（盛岡農業高校）

ボウリング ◇成年男子年齢別個人ユース
陸上競技 ◇少年男子Ａ1500ｍ

◆工藤文彰（第一ビル用品）

◆鈴木 剛（盛岡南高校）

第50回（H7・1995）
【１位】
スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

ホッケー ◇少年男子

◆山本 進

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆八重樫剛

ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆横尾純也
【２位】
陸上競技 ◇少年女子共通3000ｍ競歩 ◆高橋美幸
スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

◆高橋正治

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆小原敏也
ボクシング ◇少年男子ライトミドル級

◆佐藤義明

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
【３位】
陸上競技 ◇少年女子Ａ円盤投

◆多田法子

陸上競技 ◇少年女子Ｂ800ｍ ◆那須川瑞穂
自転車競技 ◇成年男子４㎞タイムトライアル ◆浦田智弘
自転車競技 ◇成年男子４㎞団体追抜 ◆岩手
相撲

◇少年男子団体

◆岩手

弓道

◇少年女子近的

◆岩手

【４位】
陸上競技 ◇少年女子共通3000ｍ
スキー

◆高橋美奈子

相撲

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆土村晶子
◇成年男子１部Ｂ団体 ◆岩手

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子合計 ◆岩手
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
【５位】
スキー

◇成年男子１部Ａジャイアントスラローム ◆瀬川康明

スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆高橋正治

スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆伊藤時彦

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆前田貴宏
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆辺 明守
バレーボール

◇成年男子２部９人制 ◆岩手

レスリング ◇成年男子フリースタイル90㎏級 ◆田中貴広
レスリング ◇成年男子グレコローマン57㎏級 ◆村上和隆
レスリング ◇少年男子フリースタイル50㎏級 ◆高橋清治
レスリング ◇少年男子フリースタイル58㎏級 ◆中村伸也
レスリング ◇少年男子フリースタイル68㎏級 ◆中野準也
レスリング ◇少年男子グレコローマン54㎏級 ◆松田寿幸
レスリング ◇少年男子グレコローマン88㎏級 ◆佐々木太
ハンドボール

◇成年男子２部

◆岩手

相撲

◇成年男子１部Ａ団体 ◆岩手

相撲

◇少年男子個人

ソフトボール

◆越田正信

◇少年女子 ◆岩手

山岳競技 ◇少年男子合計 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子踏査 ◆岩手
【６位】
陸上競技 ◇成年女子共通5000m競歩 ◆塚田美和子
スキー

◇成年女子２部ジャイアントスラローム ◆八柳綾子

スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆山本

馬術

◇成年２部アキュームレーター ◆山口 晃

馬術

◇少年団体障害飛越 ◆岩手

ライフル射撃

◇成年エアライフル膝射

◆大西宣文

山岳競技 ◇少年男子踏査 ◆岩手
【７位】
サッカー ◇成年男子１部 ◆岩手
スキー

◇成年女子２部５㎞ ◆佐々木せつ子

進

馬術

◇成年１部団体障害飛越

ライフル射撃

◆岩手

◇ビームライフル女子肘射

◆千葉ひろみ

【８位】
スキー

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆関口智子

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

◆山村直子

スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

◆新里美佐子

スキー

◇少年男子リレー ◆岩手

スキー

◇女子リレー

◆岩手

スケート ◇スピード成年男子Ｂ10000ｍ
軟式野球 ◇成年男子１部壮年

◆岩手

馬術

◇少年トップスコア ◆長澤 幹

弓道

◇少年女子遠的

ライフル射撃

◆平間茂英

◆岩手

◇成年エアライフル伏射

◆大西宣文

山岳競技 ◇少年女子合計 ◆岩手

第49回（H6・1994）
【１位】
陸上競技 ◇少年女子共通やり投
ホッケー ◇少年女子

◆高橋徳江

◆岩手

自転車競技 ◇成年男子４㎞団体追抜 ◆岩手
【２位】
陸上競技 ◇少年男子Ｂ砲丸投

◆佐々木大志

スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

◆高橋正治

スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

◆山本 進

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース

◆菊地智之

【３位】
ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆菊地 拓
ボクシング ◇成年男子ライトミドル級

◆佐々木真二

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆高橋智明
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆藤原真一

スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆石塚浩介
レスリング ◇成年男子フリースタイル90㎏級 ◆田中貴広
レスリング ◇少年男子フリースタイル81㎏級 ◆佐々木誠
ライフル射撃

◇少年エアライフル立射40発 ◆中村奈緒子

【４位】
陸上競技 ◇成年女子共通5000ｍ競歩 ◆塚田美和子
陸上競技 ◇少年女子共通3000ｍ競歩 ◆及川知美
スキー

◇成年男子１部Ａジャイアントスラローム ◆藤原拓栄

スキー

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆関口智子

スキー

◇成年女子1部Ａ５㎞ ◆花田靖子

【５位】
陸上競技 ◇成年男子Ｂ800ｍ ◆小笠原陽
陸上競技 ◇少年女子Ａ円盤投

◆佐々木雪野

サッカー ◇成年男子２部 ◆岩手
スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

ホッケー ◇少年男子

◆新里美佐子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆後藤一紀

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆鈴木

登

ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆横尾純也
ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆長谷川猛
スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手
レスリング ◇成年男子フリースタイル48㎏ ◆鈴木義之
相撲

◇成年男子１部Ａ団体 ◆岩手

相撲

◇成年男子１部Ａ個人 ◆和野文彦

相撲

◇成年男子１部Ｂ個人 ◆小田島哲夫

【６位】
陸上競技 ◇成年女子共通砲丸投
水泳

◇少年男子Ｂ100ｍ

◆遠藤房子

◆小形原野

スキー

◇少年男子ジャイアントスラローム ◆瀬川康明

スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆山本

進

スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

スキー

◇女子リレー

◆森澤茂紀

◆岩手

スケート ◇スピード成年男子Ａ10000ｍ

◆平間茂英

山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子合計 ◆岩手
【７位】
ラグビー ◇成年男子１部 ◆岩手
【８位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ5000ｍ競歩 ◆佐藤大介
スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆伊藤時彦

スキー

◇成年男子２部15㎞ ◆佐々木清隆

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

◆廣山みゆき

スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆野崎 一
山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手

第48回（H5・1993）
【１位】
陸上競技 ◇少年女子共通やり投

◆高橋徳江

スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

◆山本 進

◆坂口真由美

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース

◆桜沢幸雄

【２位】
ボクシング ◇成年男子ライト級

◆八重樫剛

自転車競技 ◇成年男子４㎞団体追抜 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子合計 ◆岩手
【３位】

スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆山本

スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

進

◆新里美佐子

ボクシング ◇成年男子ライトミドル級

◆高橋幸成

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆菅原達也
レスリング ◇成年男子フリースタイル57㎏級 ◆星

政宏

レスリング ◇少年男子フリースタイル58㎏級 ◆佐藤幸太郎
レスリング ◇少年男子フリースタイル88㎏級 ◆上野大蔵
ヨット

◇少年女子FJ級

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
【４位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ100ｍ ◆渡辺智尚
自転車競技 ◇成年男子個人ロードレース
自転車競技 ◇少年男子ポイントレース

◆藤原清彦
◆菊地智之

【５位】
スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

ホッケー ◇成年女子

◆高橋正治

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆熊谷和美
ボクシング ◇少年男子ライトフライ級
ボクシング ◇少年男子フライ級

◆阿部 正

◆五嶋雅浩

ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆伊藤英和
ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆吉岡宗忠
スケート ◇スピード成年男子共通2000ｍリレー ◆岩手
レスリング ◇少年男子フリースタイル68㎏級 ◆佐々木俊一
レスリング ◇少年男子グレコローマン63㎏級 ◆伊藤
ハンドボール

◇成年男子２部

稔

◆岩手

自転車競技 ◇成年男子４㎞速度競走 ◆浦田智弘
相撲

◇成年男子１部Ｂ団体 ◆岩手

【６位】
スキー

◇成年男子２部ジャイアントスラローム ◆舘田啓介

スキー

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆関口智子

スキー

◇女子リレー

◆岩手

アイスホッケー

◇少年男子 ◆岩手

自転車競技 ◇少年男子４㎞団体追抜 ◆岩手
【７位】
陸上競技 ◇少年女子共通3000ｍ競歩 ◆菅原みゆき
スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

バレーボール

◆森沢茂紀

◇成年女子２部９人制 ◆岩手

スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手
自転車競技 ◇成年男子ポイントレース

◆及川 進

馬術

◇成年２部アキュームレーター ◆小野寺英子

弓道

◇成年女子２部遠的 ◆岩手

【８位】
スキー

◇成年女子１部Ａジャイアントスラローム ◆萩原礼子

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

ウエイトリフティング

◆大畑多佳子

◇少年男子スナッチ59㎏級 ◆大沼慶太

山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手

第47回（H4・1992）
【１位】
スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

ボクシング ◇少年男子フライ級

◆成田収平

◆佐藤

晃

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆大石広裕
自転車競技 ◇少年男子ポイントレース
自転車競技 ◇少年男子団体追抜

◆高橋栄光

◆岩手

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース
馬術

◇成年１部ダービー ◆佐々木清一

山岳

◇成年男子合計

◆及川 進

◆岩手

【２位】
スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆山本

進

スキー

◇成年男子１部Ａコンバインド

◆三ヶ田礼一

スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

◆山本 進

スキー

◇少年男子コンバインド

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

◆斎藤幸勝
◆五十嵐陽子

ボクシング ◇成年男子フライ級

◆後藤一紀

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆八重樫剛

ウエイトリフティング

◇成年男子スナッチ52㎏級 ◆高橋克彦

自転車競技 ◇少年男子４㎞速度競走 ◆浦田智弘
山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
【３位】
スキー

◇成年男子１Ｃコンバインド ◆高橋 浩

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆高橋康幸
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆熊谷友也

レスリング ◇少年男子グレコローマン82㎏級 ◆巣内哲司
レスリング ◇少年男子フリースタイル58㎏級 ◆佐藤幸太郎
山岳競技 ◇成年男子登攀 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子合計 ◆岩手
【４位】
陸上競技 ◇少年女子Ｂ砲丸投誌

◆佐々木雪野

スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

ホッケー ◇成年女子

◆丸山寿明

◆坂口真由美

◆岩手

スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆川手祐輔
ウエイトリフティング

◇成年男子トータル52㎏級 ◆高橋克彦

自転車競技 ◇成年男子個人ロードレース
山岳競技 ◇少年男子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇少年女子踏査 ◆岩手
【５位】

◆藤原清彦

スキー

◇成年男子１部Ａスペシャルジャンプ ◆田口仁一

スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆成田収平

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

漕艇

◇少年女子舵手つきフォア

ホッケー ◇成年男子

◆斎藤幸勝

◆岩手

◆岩手

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆菊地 拓
ボクシング ◇成年男子ライトミドル級

◆高橋幸成

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆高橋和文
レスリング ◇成年男子フリースタイル57㎏ ◆星 政宏
レスリング ◇成年男子フリースタイル68㎏級 ◆佐藤

克

レスリング ◇成年男子フリースタイル90㎏級 ◆田中貴広
レスリング ◇少年男子グレコローマン68㎏級 ◆小野公洋
ハンドボール

◇少年女子 ◆岩手

ソフトボール

◇成年男子１部

◆岩手

山岳競技 ◇少年男子合計 ◆岩手
【６位】
スケート ◇スピード少年男子500ｍ ◆佐藤英樹
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆佐藤昌子
【７位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ800ｍ ◆小笠原陽
陸上競技 ◇成年女子共通400ｍ

◆藤沢

陸上競技 ◇成年女子共通砲丸投

光

◆遠藤房子

陸上競技 ◇少年女子Ｂ800ｍ ◆高橋美奈子
スキー

◇女子リレー

バレーボール

◆岩手

◇成年男子２部９人制 ◆岩手

スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英
ウエイトリフティング

◇成年男子クリーン＆ジャーク52㎏級 ◆高橋克彦

山岳競技 ◇成年女子縦走 ◆岩手
【８位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ5000ｍ競歩 ◆村田庸宏
陸上競技 ◇少年男子Ｂ3000ｍ

◆中村賢太

スキー

◇成年男子２部ジャイアントスラローム ◆船橋力美

スケート ◇スピード少年女子1500ｍ ◆関村英美
山岳競技 ◇成年女子踏査 ◆岩手
なぎなた ◇少年女子試合 ◆岩手

第46回（H3・1991）
【１位】
陸上競技 ◇少年女子Ａ3000ｍ競歩 ◆塚田美和子
スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

◆丸山寿明

◆土谷美保子

ボクシング ◇少年男子ライトウエルター級 ◆八重樫剛
ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆高橋幸成
【２位】
スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

◆大畑多佳子

スケート ◇スピード成年男子Ａ10000ｍ

◆斉藤紀之

スケート ◇スピード成年男子Ｃ1000ｍ ◆川手祐輔
相撲

◇少年男子団体

◆岩手

弓道

◇少年女子近的

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子縦走 ◆岩手
山岳競技 ◇成年女子縦走 ◆岩手
空手道

◇少年男子組手個人 ◆佐々木哲

【３位】
陸上競技 ◇成年男子共通走高跳
スキー

◆木藤養顕

◇成年男子１部Ｂコンバインド

ホッケー ◇成年女子

◆三浦剛喜

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆高橋康幸
ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆佐々木彰
スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆川手祐輔
レスリング ◇少年男子フリースタイル81㎏級 ◆中村憲央

山岳競技 ◇成年男子合計 ◆岩手
山岳競技 ◇少年男子踏査 ◆岩手
山岳競技 ◇成年女子合計 ◆岩手
【４位】
スキー

◇成年男子１部Ｃスペシャルジャンプ ◆山本

スキー

◇成年男子１部Ａコンバインド

◆成田収平

スキー

◇成年男子１部Ｃコンバインド

◆山本 進

馬術

◇成年２部団体障害飛越

進

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子踏査 ◆岩手
【５位】
陸上競技 ◇成年女子１部Ａ砲丸投 ◆遠藤房子
スキー

◇成年女子２部５㎞ ◆菅崎恵子

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆菊地秀公
ボクシング ◇成年男子フェザー級 ◆菅原幸雄
ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆熊谷和美
ボクシング ◇成年男子ライトミドル級
ボクシング ◇少年男子フライ級
バレーボール

◆佐々木真二

◆佐藤

晃

◇成年男子２部９人制 ◆岩手

レスリング ◇成年男子フリースタイル57㎏級 ◆星

政宏

レスリング ◇少年男子フリースタイル46㎏級 ◆鈴木善之
レスリング ◇少年男子フリースタイル54㎏級 ◆高橋和幸
レスリング ◇少年男子フリースタイル68㎏級 ◆小野公洋
レスリング ◇少年男子グレコローマン50㎏級 ◆川村

健

レスリング ◇少年男子グレコローマン58㎏級 ◆村上和隆
ウエイトリフティング

◇成年男子スナッチ52㎏級 ◆高橋克彦

ウエイトリフティング

◇成年男子トータル52㎏級 ◆高橋克彦

相撲

◇成年男子１部Ａ団体 ◆岩手

ソフトボール

◇成年女子 ◆岩手

山岳競技 ◇成年女子登攀 ◆岩手
空手道

◇成年男子組手個人無差別級 ◆佐々木武治

【６位】
スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆三浦剛喜

ヨット

◇少年女子FJ級

ウエイトリフティング

◆岩手
◇成年男子クリーン＆ジャーク52㎏級 ◆高橋克彦

自転車競技 ◇少年男子４㎞団体追抜 ◆岩手
ライフル射撃

◇成年エアライフル伏射

◆菅野慶治

山岳競技 ◇少年男子合計 ◆岩手
【７位】
陸上競技 ◇成年男子共通10000ｍ競歩 ◆伊藤繁和
スキー

◇成年男子１部Ａスペシャルジャンプ ◆成田収平

スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆丸山寿明

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

スキー

◇女子リレー

◆新里美佐子

◆岩手

スケート ◇スピード成年男子Ａ1500ｍ ◆小田智樹
スケート ◇スピード成年男子共通2000ｍリレー ◆岩手
自転車競技 ◇少年男子ポイントレース

◆三好巧起

山岳競技 ◇成年女子踏査 ◆岩手
【８位】
スキー

◇成年男子１部Ｃジャイアントスラローム ◆泉澤和明

スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手
スケート ◇フィギュア成年女子
馬術

◆岩手

◇成年１部ダービー ◆石川幸司

第45回（H2・1990）
【１位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ走高跳

◆吉田正輝

スキー

◇成年男子１部Ｂコンバインド

スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

ホッケー ◇少年女子

◆丸山寿明

◆伊藤美香

◆岩手

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆松好康紀

【２位】
スキー

◇少年男子コンバインド

スキー

◇成年女子１部Ｂ５㎞

スキー

◇女子リレー

◆村上

映

◆土谷美保子

◆岩手

ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆伊藤 智
ヨット

◇少年男子FJ級

ライフル射撃

◆岩手

◇成年２部センターダイアピストル25ｍおそ射 ◆黒沢利達

【３位】
ボクシング ◇成年男子バンタム級 ◆瀬川設男
ボクシング ◇少年男子ライト級

◆鈴木

登

スケート ◇スピード成年男子Ｂ500ｍ ◆川手祐輔
スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆千葉 哲
スケート ◇スピード成年男子Ｃ1000ｍ ◆瀬川奉道
スケート ◇フィギュア成年男子個人 ◆春木 潤
レスリング ◇少年男子フリースタイル54㎏級 ◆星
ラグビー ◇成年男子

◆岩手

山岳競技 ◇成年男子

◆岩手

政宏

【４位】
スキー

◇成年女子２部ジャイアントスラローム ◆福井志麻

スキー

◇成年男子１部Ａスペシャルジャンプ ◆三ヶ田礼一

スキー

◇成年男子１部Ａコンバインド

スキー

◇少年女子５㎞

◆三ヶ田礼一

◆高橋祥子

スケート ◇スピード少年男子1000ｍ ◆小田智樹
ヨット

◇少年女子FJ級

ライフル射撃

◆岩手

◇成年１部エアライフル３姿勢 ◆勝又

山岳競技 ◇少年女子

薫

◆岩手

【５位】
スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆丸山寿明

スキー

◇成年男子１部Ａコンバインド

スキー

◇成年男子２部15㎞ ◆吉田善信

漕艇

◆成田収平

◇成年男子１部シングルスカル ◆阿部正吾

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆佐々木淳司

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆高橋清仁
ボクシング ◇成年男子ウエルター級 ◆佐々木友秋
バレーボール

◇成年女子２部９人制 ◆岩手

スケート ◇成年男子共通2000ｍリレー

◆岩手

スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆高橋しで子
レスリング ◇成年男子フリースタイル52㎏級 ◆五十嵐淳一
レスリング ◇成年男子フリースタイル57㎏級 ◆佐々木治彦
レスリング ◇成年男子フリースタイル1000㎏級 ◆鈴木宗之
レスリング ◇成年男子グレコローマン62㎏級 ◆木地谷健一
レスリング ◇成年男子グレコローマン82㎏級 ◆巣内哲司
レスリング ◇少年男子フリースタイル63㎏級 ◆小笠原忠生
レスリング ◇少年男子フリースタイル81㎏級 ◆神子沢一彦
レシリング ◇少年男子グレコローマン66㎏級 ◆山内行生
レスリング ◇成年男子グレコローマン74㎏級 ◆佐々木亨
ヨット

◇少年男子スナイプ級

◆岩手

ハンドボール

◇成年男子 ◆岩手

ソフトテニス

◇成年２部 ◆岩手

卓球

◇成年男子２部

相撲

◇成年男子１部Ａ団体 ◆岩手

相撲

◇少年男子団体

馬術

◇成年２部トップスコア

ソフトボール

◆岩手

◆岩手

◇成年男子２部

◆石川幸司
◆岩手

【６位】
陸上競技 ◇成年男子Ａ走高跳

◆木藤養顕

陸上競技 ◇少年女子Ａ3000ｍ競歩 ◆塚田美和子
スケート ◇スピード成年男子Ａ5000ｍ ◆平間茂英
スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆瀬川奉道
スケート ◇スピード成年男子Ｃ1000ｍ ◆千葉 哲

スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手
スケート ◇スピード成年女子共通2000ｍリレー ◆岩手
ヨット

◇成年女子スナイプ級

ライフル射撃

◆岩手

◇成年２部センターダイアピストル25ｍ

◆黒沢利達

【７位】
水泳

◇成年男子２部50ｍバタフライ ◆酒井光保

スケート ◇スピード成年男子Ａ10000ｍ

◆平間茂英

スケート ◇スピード成年女子Ｂ500ｍ ◆高橋しで子
アイスホッケー

◇少年男子 ◆岩手

自転車競技 ◇成年男子個人ロードレース

◆柳原満彦

自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース

◆白石 学

ボウリング ◇成年女子１部個人30歳代 ◆三浦巳代子
【８位】
スキー

◇成年男子２部ジャイアントスラローム ◆田上浩幸

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

スキー

◇成年女子２部５㎞ ◆安保悦子

◆庄司美和子

スケート ◇スピード成年男子Ｂ1000ｍ ◆川手祐輔
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆三戸睦子
アイスホッケー

◇成年男子 ◆岩手

自転車競技 ◇成年男子4000ｍ速度競走
馬術

◆昆 政広

◇成年２部 ◆二段階障害飛越 ◆石川幸司

山岳競技 ◇成年女子

◆岩手

ボウリング ◇成年女子２部個人

◆佐藤秀子

第44回（H1・1989）
【１位】
自転車競技 ◇少年男子個人ロードレース
相撲

◇成年男子２部個人 ◆安ケ平哲男

【２位】
陸上競技 ◇少年男子Ｂやり投

◆八重樫覚

◆藤井正治

スキー

◇成年男子１部Ａコンバインド

◆成田収平

ボクシング ◇少年男子ライトフライ級

◆佐々木悟

ボクシング ◇少年男子ライト級

◆佐々木友秋

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆皆川克一
スケート ◇フィギュア成年男子個人 ◆春木 潤
レスリング ◇少年男子グレコローマン115㎏級 ◆鮎田正之
ヨット
相撲

◇少年女子FJ級

◆岩手

◇成年男子２部団体 ◆岩手

山岳競技 ◇成年男子

◆岩手

【３位】
スキー

◇成年男子１部Ｃジャイアントスラローム ◆松ノ木敏雄

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライト級

◆高橋康幸

ボクシング ◇少年男子フライ級

◆菊地

敬

ボクシング ◇少年男子バンタム級 ◆及川武史
ラグビー ◇成年男子１部 ◆岩手
ラグビー ◇少年男子

◆岩手

【４位】
陸上競技 ◇成年男子２部3000ｍ

◆木野義治

スキー

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆村里洋子

スキー

◇成年女子２部５㎞ ◆三浦幸子

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

スケート ◇フィギュア成年女子
馬術

◆岩手

◇成年１部スピードアンドハンディネス ◆那須川祐吉

山岳競技 ◇少年男子

◆岩手

【５位】
陸上競技 ◇少年男子Ａ100ｍ ◆佐々木和美
スキー

◇成年女子１部Ｂジャイアントスラローム ◆藤井佳子

スキー

◇成年女子２部ジャイアントスラローム ◆徳田富貴子

ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ボクシング ◇成年男子ライトウエルター級 ◆佐々木淳司
ボクシング ◇少年男子フェザー級 ◆小泉克也
レスリング ◇成年男子フリースタイル57㎏級 ◆佐々木治彦
レシリング ◇成年男子フリースタイル100㎏級 ◆鈴木宗之
レスリング ◇成年男子グレコローマン130㎏級 ◆高橋定光
レスリング ◇少年男子フリースタイル54㎏級 ◆星

政宏

レスリング ◇少年男子グレコローマン58㎏級 ◆高橋繁範
ハンドボール

◇成年女子 ◆岩手

自転車競技 ◇成年男子4000m団体追抜 ◆岩手
卓球

◇成年男子２部

◆岩手

相撲

◇少年男子団体

◆岩手

ライフル射撃

◇成年１部エアライフル伏射 ◆菅野慶治

クレー射撃 ◇スキート団体 ◆岩手
空手道

◇成年男子組手団体 ◆岩手

ボウリング ◇成年男子１部個人50歳以上

◆丸山忠夫

【６位】
スキー

◇成年男子２部ジャイアントスラローム ◆高橋

スキー

◇成年男子１部Ａスペシャルジャンプ ◆成田収平

スキー

◇成年男子１部Ｂスペシャルジャンプ ◆伊藤時彦

スキー

◇成年女子１部Ａ５㎞

スキー

◇女子リレー

啓

◆新里美佐子

◆岩手

スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手
【７位】
スケート ◇スピード成年男子Ｂ500ｍ ◆川手祐輔
スケート ◇スピード成年男子Ｃ500ｍ ◆瀬川奉道
スケート ◇フィギュア成年女子個人 ◆村岡直美
馬術

◇成年１部標準障害飛越

◆那須川祐吉

馬術

◇成年２部障害飛越回数競技 ◆千葉 忠

【８位】
水泳
スキー

◇シンクロナイズドスイミングデュエットルーティン ◆岩手
◇少年男子ジャイアントスラローム ◆藤原拓栄

スキー

◇少年男子コンバインド

◆村上

スキー

◇成年男子２部15㎞ ◆高橋一幸

スキー

◇少年女子５㎞

映

◆高橋祥子

スケート ◇スピード成年女子Ｂ1000ｍ ◆高橋しで子
ライフル射撃

◇成年１部ビームピストル

ライフル射撃

◇少年エアライフル立射20発 ◆紺野恵美子

ボウリング ◇成年男子２部個人

◆松本公男

◆佐藤喜三郎

