
種目・種別・階級 順位 学校名 氏　　　　名    ※ベ８はベスト８

男子100ｍ １位 大湊 伊藤羅生
男子200ｍ １位 大湊 伊藤羅生
男子4×400ｍＲ １位 弘前実業 小川滉介、成田竣哉、木立夢優人、相馬啓人
男子走幅跳 １位 木造 奥口遥史
男子110ｍH １位 木造 工藤大靖
男子5000ｍ １位 青森山田 田澤　廉
男子4×100ｍＲ ２位 木造 沼畑　大、奥口遥史、下山誉人、工藤大靖
男子400m ２位 弘前実業 相馬啓人
男子400mH ２位 弘前実業 相馬啓人
男子110mH ２位 青森北 大平悠人
男子4×100ｍＲ ３位 弘前実業 宮越晃一、村上友介、木立夢優人、小川滉介
男子110ｍH ３位 青森北 須藤涼太
男子走幅跳 ３位 木造 工藤大靖
男子円盤投 ３位 黒石 大野貴登
男子1500ｍ ４位 青森山田 田澤　廉
男子走高跳 ４位 青森南 南澤俊望
男子5000ｍ競歩 ４位 大湊 山田悠真
男子400ｍ ５位 弘前実業 成田竣哉
男子3000ｍSC ５位 五所川原工業 外崎志門
男子5000ｍ競歩 ５位 青森山田 奥寺諒丞
男子100ｍ ５位 弘前実業 村上友介
男子走幅跳 ６位 弘前 諸田直樹
男子ハンマー投げ ６位 弘前実業 種市裕紀
男子混成8種競技 ６位 青森 川村修輝
男子400m ６位 八戸学院光星 大沢地生
女子400m １位 弘前実業 寺本光里
女子走高跳 ２位 弘前実業 奥沢海砂
女子砲丸投 ２位 大湊 山形智香
女子やり投 ２位 弘前中央 奈良岡翠欄
女子走高跳 ３位 弘前 赤川　舞
女子やり投 ３位 大湊 山形智香
女子400ｍH ３位 弘前実業 寺本光里
女子ハンマー投 ４位 五所川原工業 渋谷依未
女子混成7種競技 ４位 大湊 佐藤来香
女子800m ５位 青森 山口　光
女子砲丸投 ５位 大湊 葛野朱華
女子砲丸投 ６位 田名部 菊池聖奈
女子棒高跳 ６位 八戸 中山さくら

男子団体総合 ４位 青森山田 辻航志朗、長瀬智博,林　和輝、桐生竜太郎、遠藤亮大、藤井滉翼
女子団体総合 １位 弘前学院聖愛 杉谷柚羽、川股瑞穂、野地琴乃、三隅夏希、小幡怜花、新関天音
女子個人総合 ２位 弘前学院聖愛 杉谷柚羽
女子個人総合 ５位 弘前学院聖愛 川股瑞穂
女子個人総合 ６位 弘前学院聖愛 野地琴乃
女子個人総合 ６位 弘前学院聖愛 三隅夏希
女子種目別　跳馬 ２位 弘前学院聖愛 織田佑香
女子種目別　跳馬 ３位 弘前学院聖愛 杉谷柚羽
女子種目別　段違い平行棒 １位 弘前学院聖愛 杉谷柚羽
女子種目別　平均台 ２位 弘前学院聖愛 野地琴乃
女子種目別　ゆか ３位 弘前学院聖愛 野地琴乃

男子団体総合 １位 青森山田 山内颯太朗、吉田和真、荒生一星、松澤斗柾、石川瑛介、工藤　航、佐久本和夢、佐々木海人
男子団体総合 ４位 弘前実業 齊藤颯偲,工藤羅己,木村和磨,山口大樹,小野竜之介,佐々木恭太,田村蒼静郎,富樫尚貴
男子個人総合 １位 青森山田 吉田和真
男子個人総合 ２位 青森山田 佐久本和夢
男子個人総合 ４位 弘前実業 田村蒼静郎
男子種目別　ロープ １位 青森山田 吉田和真
男子種目別　ロープ ２位 青森山田 佐久本和夢
男子種目別　クラブ １位 青森山田 佐久本和夢
男子種目別　クラブ ２位 青森山田 吉田和真

男子50ｍ自由形 ６位 青森 佐々木禄紘
男子100ｍ自由形 ２位 東奥学園 木村啓人
男子100ｍ自由形 ７位 東奥学園 澤田佑宜
男子200ｍ自由形 ２位 東奥学園 木村啓人
男子200ｍ自由形 ８位 八戸工業大学第一 工藤崇也
男子400ｍ自由形 ７位 八戸工業大学第一 成田雄斗
男子1500ｍ自由形 ５位 大湊 岩﨑英朔
男子1500ｍ自由形 ６位 八戸工業大学第一 成田雄斗
男子200ｍ平泳ぎ ３位 八戸工業大学第一 小山内元気
男子200ｍバタフライ ７位 八戸工業大学第一 中山義仁
男子200ｍ個人メドレー ４位 八戸工業大学第一 山下　諒
男子200ｍ個人メドレー ７位 東奥義塾 工藤颯真
男子400ｍ個人メドレー ２位 八戸工業大学第一 山下　諒
男子400ｍ個人メドレー ５位 東奥義塾 工藤颯真
男子4×100ｍリレー ６位 八戸工業大学第一 成田雄斗・工藤崇也・中山義仁・能正将志
男子4×100ｍリレー ８位 青森 佐々木禄紘・智田泰斗・小山田徹太・藤野尚之
男子4×200ｍリレー ６位 八戸工業大学第一 成田雄斗・工藤崇也・中山義仁・山下　諒
男子4×100ｍメドレーリレー ８位 八戸工業大学第一 成田雄斗・小山内元気・中山義仁・能正将志
男子総合 ６位 八戸工業大学第一
女子50ｍ自由形 ３位 青森東 盛　音葉
女子50ｍ自由形 ４位 青森 阿部なつき
女子100ｍ自由形 ５位 青森東 盛　音葉
女子100ｍ自由形 ６位 青森 阿部なつき
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女子200ｍ自由形 ７位 青森北 菅原陽葵
女子400ｍ自由形 ４位 弘前南 菊池祐以
女子400ｍ自由形 ７位 青森北 菅原陽葵
女子800ｍ自由形 ５位 弘前南 菊池祐以
女子200ｍ背泳ぎ １位 八戸工業大学第一 坪田愛生
女子100ｍ背泳ぎ ５位 八戸工業大学第一 澁谷夏未
女子100ｍ平泳ぎ ３位 青森南 山田彩
女子200ｍ平泳ぎ ２位 青森南 山田彩
女子200ｍバタフライ ８位 青森北 新沼咲彩
女子400ｍ個人メドレー １位 八戸工業大学第一 今泉沙彩
女子200ｍ個人メドレー １位 八戸工業大学第一 今泉沙彩
女子4×100ｍメドレーリレー ８位 八戸工業大学第一 澁谷夏未・今泉沙彩・坪田愛生・関下桃茄
女子4×100ｍリレー ６位 八戸工業大学第一 澁谷夏未・今泉沙彩・坪田愛生・関下桃茄
女子4×100ｍリレー ７位 青森東 赤坂侑紀・蝦名咲季・石岡夢・盛　音葉
女子総合 ６位 八戸工業大学第一

バレーボール

男子 ３位 弘前工業
副島冬茂、苅田晃都、池田　俊、工藤大河、石岡　諄、戸沢陽向、角田　凌、古川大雅、
寺山昂伸、對馬将貴、佐羽内優太、水木将吾、尾形涼介、奥﨑卓哉

卓球
女子団体 ３位 五所川原商業 中川舞香、三上莉々、近藤愛香、佐藤南緒、福士　希、三上紗希、工藤　夢、熊谷　桜
男子ダブルス ３位 東奥学園 村上莉羽、葛西良偉
女子シングルス ３位 五所川原商業 佐藤南緒
女子シングルス ３位 五所川原商業 近藤愛香

女子ダブルス ２位 五所川原商業 佐藤南緒、工藤　夢

ソフトテニス
女子団体 ３位 弘前実業 工藤涼香、水木恵唯、竹村美夢、水木瀬奈、葛西美紀、溝江真桜、奥元璃南、工藤優杏

男子個人 ５位 八戸工業大学第一 清野　蓮、小野大地

サッカー

男子 １位 青森山田
飯田雅浩、田澤塔也、住田　将、三國ケネディエブス、相澤優斗、安藤　駿、橋村海里、
東城雅也、額川賢哉、田中凌汰、バスケスバイロン、石橋　尚、豊島基矢、瀬尾純基、
二階堂正哉、天笠泰輝、佐々木銀士、森田　翼、宍戸俊明、大金斗弥

女子 ３位 千葉学園
坂上舞那、加賀谷陽菜、西舘永遠子、澤頭和香葉、岩谷亜美、成田莉奈、西野玲奈、西川鈴音、
上村果純、奥山紗良、續　瑠生、戸来優衣、植村咲花、清川佳凛、井上叶光、吉田歩生、
堀越里奈、佐々木真優、七役愛香

ラグビー

男子 ４位 青森北

工藤夏彩人、鈴木裕哉、逢坂総一郎、杉下　翔、小鹿裕哉、武山英暉、八木澤佑亮、田澤晃大、
高森元太、木村耕太郎、小林大悟、杉田　匠、大科龍之介、本間智貴、赤平樹生、石田隼也、
米谷拓大、三浦大輝、野呂龍矢、蝦名颯大、倉内俊輝、高坂東弥、市川　涼、相馬　雅、
太田優弥、我満亮嘉、高村祐暉、稲葉　駿、中村柚稀、前田太一

バドミントン
男子学校対抗 ２位 浪岡 山内恭弥、有馬尭嗣、後藤海斗、家壽多慶太、齊藤大樹、宮本章吾、本間暉人、奈良岡功大
男子学校対抗 ３位 青森山田 本巣智央、吉田昇永、須永　匠、外川賢輝、田村　翔、瀬川大智、大髙優良、舘田悠汰
女子学校対抗 ２位 青森山田 森　沙耶、石村亜美、菊池さやか、大石悠生、木村早希、森　優紗、堀　優香、犬飼萌々香
男子シングルス １位 浪岡 奈良岡功大
男子シングルス ５位 青森山田 吉田昇永
男子シングルス ５位 青森山田 本巣智央
男子シングルス ５位 浪岡 本間暉人
男子ダブルス ３位 浪岡 奈良岡功大、武藤映樹
男子ダブルス ５位 青森山田 須永　匠、外川賢輝
女子ダブルス １位 青森山田 森　沙耶、石村亜美

相撲
団体 １位 三本木農業 山崎勝磨、山内　康、田中大陸、斉藤　誠、畑山泰成、小原　潤、立花勇輔
体重別個人80kg級 ２位 五所川原農林 木村真海
体重別個人80kg級 ３位 三本木農業 立花勇輔
体重別個人100kg級 ２位 三本木農業 畑山泰成
体重別個人100kg級 ３位 五所川原農林 猿川天嵐
体重別個人100kg以上級 １位 三本木農業 山内　康
体重別個人100kg以上級 ３位 五所川原農林 葛西永遠
個人選手権 １位 三本木農業 山内　康
個人選手権 ３位 木造 長谷川貴起
個人選手権 ５位 三本木農業 畑山泰成

柔道
女子団体 ３位 八戸西 小坂藍子、新谷遙香、小坂理佳子、天間菜々美、山本景偉
男子個人66kg級 ２位 木造 桑田亮太
男子個人81kg級 ２位 青森北 古田孝成
男子個人90kg級 ２位 青森山田 石岡　葵
男子個人60kg級 ３位 青森山田 渋谷　魁
男子個人100kg超級 ３位 青森北 相馬勇紀
女子個人57kg級 ３位 青森北 工藤桃乃
女子個人78kg級 ３位 八戸西 小坂理佳子

ボート
男子シングルスカル ５位 青森 木村日向
男子シングルスカル ６位 田名部 千葉翔平
女子シングルスカル ３位 むつ工業 玉田夢子

女子シングルスカル ６位 青森 丸岡実桜

男子ダブルスカル ４位 青森 竹村春希、竹谷　脩、佐藤友紀

男子ダブルスカル ６位 むつ工業 酒井龍馬、竹内大輔、佐久間遥希

男子舵手付クォドルプル ２位 むつ工業 東田玲央、中村柊平、青木雅樹、中里健太、鈴木久遠、河内智基、三上　楓
男子舵手付クォドルプル ６位 青森 小笠原基、倉内雄也、西川晴人、河野在基、金津周那、煤田遼祐、三上翔伍
女子舵手付クォドルプル １位 青森 森山　葵、田中　碧、小笠原日向子、宮下さきの、簗田和香、高橋芽衣、津島栞奈

剣道
男子個人 ５位 五所川原第一 奥野巧人

女子個人 ５位 東奥義塾 菊川ともみ

女子個人 ５位 東奥義塾 森永紗也香



レスリング

男子団体 ２位 八戸工業大学第一
小川航大、林　公平、谷内渓祐、大坂直矢、類家柊人、小泉　蓮、西舘　黎、榎本翔斗
尾崎　怜、小川颯太、平内陽丞

男子50kg級 ２位 八戸学院光星 荒道豊樹
男子50kg級 ３位 八戸工業大学第一 小川颯太
男子55kg級 ３位 青森東 大澤拓也
男子60kg級 １位 八戸工業大学第一 小川航大
男子66kg級 ３位 八戸工業大学第一 小泉　蓮
男子66kg級 ３位 青森商業 小林　慎
男子74kg級 ３位 八戸学院光星 古川隼彬
男子84㎏級 ３位 八戸工業大学第一 林　公平
男子96㎏級 １位 八戸工業大学第一 谷内渓祐
男子120㎏級 ３位 八戸学院光星 鎌本智哉
女子49kg級 １位 八戸学院野辺地西 髙田さのえ
女子52kg級 １位 八戸工業大学第一 太田優香
女子56kg級 １位 八戸工業 岩澤希羽
女子60kg級 １位 八戸工業 吉田りりあ
女子70kg級 １位 八戸学院野辺地西 鈴木萌愛

弓道
女子個人 １位 八戸西 金沢 理菜
女子個人 ３位 田子 山沢 七南

登山
男子団体 ３位 八戸工業大学第一 上平裕也、佐藤　倫、髙鹿幸汰、小田稜斗

自転車競技
男子チームスプリント ３位 八戸工業大学第一 小笠原一真、立花昌也、松川　楓
男子チームスプリント ８位 八戸工業 磯島成介、小田恭介、畑﨑大輝
男子４kmチームパーシュート ６位 八戸工業 岡田慧聖、長澤　学、田中央祐、松井　諒
男子４kmチームパーシュート ７位 青森山田 飯田優星、栁沢光太朗、栗橋開誠、富田大希
男子４kmチームパーシュート ８位 八戸工業大学第一 若林佑斗、吉田真聖、軒　慎司、荒谷駿輔
男子スプリント ５位 青森山田 柏崎悠太
男子１㎞タイムトライアル ２位 八戸工業 磯島成介
男子3㎞個人追抜き ８位 八戸工業大学第一 若林佑斗
男子ケイリン ２位 八戸工業大学第一 立花昌也
男子スクラッチ ６位 八戸工業大学第一 小笠原一真
男子ポイントレース ４位 八戸工業大学第一 軒　慎司
女子５00ｍタイムトライアル ４位 青森商業 能登谷真鈴
女子２㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ４位 青森商業 能登谷真鈴
女子２㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ８位 青森山田 栁沢早希
女子個人ロード ５位 青森商業 能登谷真鈴

ボクシング
男子団体 ３位 青森工業 坂本俊輔、手塚雅偉
男子ピン級 １位 青森工業 坂本俊輔
男子バンタム級 １位 弘前東 今　優吾
男子ライトフライ級 ２位 青森北 岩渕大輔
男子ライト級 ２位 弘前工業 工藤夕稀
男子ミドル級 ２位 弘前工業 齊藤一樹

男子フライ級 ３位 青森工業 手塚雅偉

男子ライトウェルター級 ３位 青森山田 三上耀司
男子ウェルター級 ３位 青森山田 奈良竜弥
女子ピン級 ２位 弘前東 對馬さくら

ホッケー

男子団体 ３位 三沢
工藤輝貴、枋木　諒、平尾涼太、坂本洋一、澤村春樹、竹内零蒔、村田　翔、河村友杏、
舘奏一郎、大堀壮真、北向龍介、阪中　隼、鷹架健人、北向太一、ジャン・モセン

ウエイトリフティング
男子53kg級 ６位 八戸工業大学第一 上平友寛
男子56kg級 ６位 八戸工業大学第一 小芝竣介
男子56kg級 ８位 柏木農業 鈴木尭孝
男子69kg級 ５位 五所川原工業 佐々木塁
男子69kg級 ８位 柏木農業 外川峰大
男子85kg級 ８位 五所川原工業 佐藤修斗
男子94kg級 ５位 柏木農業 蒔苗和真
男子94kg級 ７位 八戸水産 阿部智貴
男子105kg級 ５位 柏木農業 工藤勇希
男子105kg級 ６位 八戸工業大学第一 大南　琳
男子+105㎏級 ５位 柏木農業 外川征弥
男子+105㎏級 ８位 柏木農業 萩原舞士

女子58kg級 ２位 八戸水産 木村優那

女子63kg級 ５位 柏木農業 越田晴香
女子75kg級 １位 柏木農業 豊澤実優

ヨット
男子420級 ４位 青森工業Ａ 奥崎泰地、佐山憲汰、木村英竜
男子420級 ５位 大湊Ａ 滝口大悠、中島颯太、工藤貴則
男子FJ級 ２位 青森工業Ａ 芳賀龍之介、佐藤僚太、田中皓大、山口耕人
男子FJ級 ６位 青森工業Ｂ 三浦璃久、遠嶋　翔、杉田陸馬、川岸希里斗
女子420級 ４位 大湊Ａ 小林穂乃香、畑中由帆
女子FJ級 ５位 大湊Ａ 畑中夕愛、森　郁実、麦沢　瞳

フェンシング
男子学校対抗 ２位 田名部 石田　黎、米沼亮輔、城山和真、柏崎瑞仁、坪　颯馬

男子個人フルーレ ４位 田名部 坪　颯馬
男子個人エペ ６位 田名部 米沼亮輔
男子個人エペ ７位 田名部 坪　颯馬
女子個人サーブル ５位 黒石 熊沢理久
女子個人サーブル ８位 田名部 遠藤菜月

空手道
男子団体組手 ３位 青森北 岩間優風、藤田竜成、丸岡虎丸、三ツ谷知起、山端詩韻遠、髙橋叶務、泉進太郎、鳥谷部峻輔
男子個人組手 ５位 青森明の星 松崎創太
男子個人形 ５位 弘前 奈良岡孝弥
女子団体組手 ３位 青森明の星 淡路円香、谷川夕乃、奥﨑汐音、岡田汐音、古木新奈、八幡杏奈、塩谷祐里、高谷愛純、
女子個人形 ５位 青森北 三浦紗彩



アーチェリー
男子団体 １位 青森東 石川柊斗、福田尚輝、工藤健真、泉谷駿輔
女子団体 １位 青森西 藤田侑華、工藤玲奈、張間彩乃、山内栞奈
男子個人 １位 三本木農業 天野慎太郎
男子個人 ４位 青森山田 室谷　康

女子個人 １位 青森山田 成田　光

女子個人 ６位 七戸 苫米地優里

馬術
団体 ４位 三本木農業 佐野明香里、柴田七海、吉田妃美香、米田達哉、楢山実侑、林崎七海

少林寺拳法
男子団体演武 ２位 五所川原第一 鳴海汰一、村上龍二、台丸谷光輝、島谷眞也、開米啓吾、出町拓海
女子団体演武 １位 五所川原第一 傳法谷祐実、安田　遥、小山内萌久、一戸蕗乃、山本菜々子、田中郁乃
女子団体演武 ２位 三本木 豊川実来、中里侑世、北構里江、吉本七海、西野颯希、小倉萌香
男子単独演武 ２位 五所川原工業 葛西優斗
男子組演武 ５位 十和田工業 布施健太朗、佐々木大輔
男子組演武 ６位 五所川原第一 鳴海汰一、村上龍二
女子単独演武 ２位 五所川原第一 傳法谷祐実
女子単独演武 ３位 五所川原第一 安田　遥
女子単独演武 ５位 五所川原第一 一戸蕗乃
女子組演武 １位 五所川原第一 傅法谷祐実、安田　遥
女子組演武 ２位 五所川原第一 小山内萌久、一戸蕗乃
女子組演武 ５位 三本木 西野颯希、小倉萌香

男子個人 ２位 八戸聖ウルスラ学院 田窪一翔
男子個人 ３位 東奥学園 中村優也
男子個人 ４位 東奥学園 前田　徹
男子個人 ５位 八戸工業大学第一 西山　響
男子個人 ７位 十和田工業 鴻巣　翔
男子個人 ８位 十和田工業 大下内琢朗
女子個人 ２位 千葉学園 大久実結
女子個人 ３位 千葉学園 岡本　楓
女子個人 ５位 弘前 齊藤結実
女子個人 ７位 千葉学園 工藤由佳

ゴルフ
男子団体 ３位 八戸工業大学第一 千葉　楽、内海将太、千葉龍太朗、須藤史城、藤原　黎
女子団体 ２位 八戸工業大学第一 横山もも、工藤楓佳、三上花乃、工藤鈴夏、小山内亜泉
男子個人 ５位 八戸工業大学第一 千葉　楽
女子個人 ２位 八戸工業大学第一 横山もも

駅伝

男子 ８位 青森山田
菊池　奏、仙庭諒典、ステファン カマウ、立崎哲大、石岡　凛、田高永輝、成田龍之介、
敦賀優雅、山本航己、中嶋光柾

女子 ２位 青森山田
山本美和、福村来夢、瀬川優花、寺田有里、エリザベス ジェリー、藤ケ森美晴、五十嵐梨乃、
加藤玲那

スキー
アルペン男子ジャイアントスラローム １位 東奥義塾 平井翔

〃 ８位 青森山田 今泉悠弥
アルペン男子スラローム ２位 東奥義塾 平井翔

〃 ４位 青森山田 今泉悠弥
〃 ８位 東奥義塾 福山泰誠

アルペン女子ジャイアントスラローム ２位 柴田女子 下山紗生
アルペン女子スラローム ５位 柴田女子 下山紗生
クロスカントリー男子フリー ８位 野辺地 髙野幹也
クロスカントリー男子リレー １位 野辺地 髙野幹也、小比類巻遼、久保響、松田怜樹
クロスカントリー女子フリー １位 野辺地 横濵汐莉
クロスカントリー女子リレー ５位 野辺地 横濵汐莉、佐藤千亜希、岡山うらら

スケート
フィギュア男子学校対抗 １位 三沢商業

フィギュア男子個人 １位 三沢商業 小形冴々也
フィギュア女子学校対抗 １位 三沢
フィギュア女子学校対抗 ３位 八戸工業大学第一

フィギュア女子学校対抗 ４位 八戸工業大学第二

フィギュア女子個人 １位 八戸工業大学第一 廣谷帆香
フィギュア女子個人 ２位 三沢 大澤　陽
フィギュア女子個人 ３位 三沢 大澤　寧子
フィギュア女子個人 ７位 三沢 ギルフォイル　セレネ
フィギュア女子個人 ８位 八戸工業大学第二 石橋　夢乃
スピード男子学校対抗 ２位 八戸西

スピード男子学校対抗 ４位 八戸学院光星

スピード男子５００ｍ ３位 八戸学院光星 松本匡平
スピード男子５００ｍ ４位 八戸高専 木村祐大
スピード男子５００ｍ ５位 八戸西 俵山泰誠
スピード男子５００ｍ ７位 八戸学院光星 堀合舜輔
スピード男子１０００ｍ ４位 八戸西 赤坂仁
スピード男子１０００ｍ ６位 八戸西 清川一樹
スピード男子１０００ｍ ８位 八戸高専 木村祐大
スピード男子１５００ｍ １位 八戸西 毛利信太郎
スピード男子１５００ｍ ３位 八戸西 清川一樹
スピード男子１５００ｍ ４位 八戸西 赤坂仁
スピード男子３０００ｍ ３位 八戸西 毛利信太郎
スピード男子３０００ｍ ４位 八戸西 根城知哉
スピード男子３０００ｍ ８位 八戸学院光星 村﨑翔太
スピード男子５０００ｍ ３位 八戸西 根城知哉
スピード男子５０００ｍ ６位 八戸学院光星 村﨑翔太
スピード男子５０００ｍ ７位 八戸学院光星 渡辺大瑚

スピード女子学校対抗 ４位 八戸学院光星

スピード女子５００ｍ ７位 八戸西 尾崎里以真
スピード女子１０００ｍ ７位 八戸西 尾崎里以真
スピード女子１５００ｍ ５位 八戸学院光星 根本明日香
スピード女子３０００ｍ ３位 八戸学院光星 根本明日香
スピード女子３０００ｍ ４位 八戸学院光星 上野恵理子

ボウリング


