
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 弘前実業 木立夢優人
男子200ｍ １位 弘前実業 木立夢優人
男子ハンマー投 １位 弘前実業 種市裕紀
男子4×400ｍＲ ２位 弘前実業 山谷響、小川滉介、福士順斗、木立夢優人
男子5000ｍ ２位 青森山田 田澤廉
男子やり投 ２位 弘前実業 種市裕紀
男子4×100ｍＲ ３位 五所川原商業 古川玲温、奥口歩夢、磯野駿希、花田照弥
男子砲丸投 ３位 八戸西 瀬川康介
男子800m ４位 青森山田 中嶋光柾
男子走高跳 ４位 弘前実業 斎藤翔太
男子走高跳 ５位 六戸 小比類巻嵐
男子やり投 ５位 大湊 工藤璃桜
男子400ｍH ５位 野辺地 鈴木龍亮
男子200ｍ ６位 八戸 大久保直樹
男子800ｍ ６位 青森山田 立崎哲大
男子110ｍH ６位 青森北 須藤涼太
男子100ｍ ７位 黒石 石村雄大
男子400ｍ ７位 八戸高専 水口広太
男子走幅跳 ７位 八戸西 河原龍臣
男子200ｍ ８位 五所川原商業 奥口歩夢
男子400ｍ ８位 弘前実業 小川滉介
男子走高跳 ８位 弘前実業 中西海斗
男子円盤投 ８位 五所川原工業 石岡　将
女子走高跳 １位 弘前実業 奥沢海砂
女子1500ｍ １位 青森山田 エリザベスジェリー
女子3000ｍ １位 青森山田 エリザベスジェリー
女子400ｍ ２位 青森 山口光
女子800ｍ ２位 青森 山口光
女子棒高跳 ２位 大湊 伊藤亜美沙
女子やり投 ３位 大湊 山形智香
女子砲丸投 ３位 弘前中央 奈良岡翠蘭
女子円盤投 ３位 田名部 菊池聖奈
女子4×400ｍR ４位 木造 寺山妃織、工藤七星、三戸彩乃、三浦里香
女子三段跳 ４位 弘前実業 奥沢海砂
女子砲丸投 ４位 大湊 葛野朱華
女子やり投 ４位 弘前中央 奈良岡翠蘭
女子円盤投 ４位 弘前中央 奈良岡翠蘭
女子砲丸投 ５位 田名部 菊池聖奈
女子400ｍH ５位 木造 工藤七星
女子800ｍ ５位 八戸学院光星 FOX真島新菜
女子1500ｍ ６位 八戸学院光星 FOX真島新菜
女子100ｍ ６位 青森北 菅原璃々花
女子走高跳 ６位 八戸西 平山依蕗
女子1500ｍ ７位 青森山田高校 福村来夢
女子走幅跳 ７位 弘前中央 五十嵐心寧
女子円盤投 ７位 五所川原工業 石岡妃瀬

男子団体総合 ３位 青森山田 桐生竜太郎、長瀬知博、林和輝、藤井滉翼、増川万徳、渡邉健太
女子団体総合 １位 弘前学院聖愛 小幡怜花、三隅夏希、野地琴乃、武内莉帆、織田佑香、今野日香理
女子個人総合 １位 弘前学院聖愛 小幡怜花
女子個人総合 ３位 弘前学院聖愛 三隅夏希
女子種目別　跳馬 １位 弘前学院聖愛 小幡怜花
女子種目別　跳馬 ２位 弘前学院聖愛 野地琴乃
女子種目別　段違い平行棒 １位 弘前学院聖愛 小幡怜花
女子種目別　段違い平行棒 ２位 弘前学院聖愛 武内莉帆
女子種目別　平均台 ３位 弘前学院聖愛 三隅夏希
女子種目別　ゆか 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 三隅夏希

男子団体総合 １位 青森山田 松澤斗柾、石川瑛介、工藤　航、佐久本和夢、窪田宗一郎、田中涼介、松永優雅、舘山楓弥
男子団体総合 ４位 弘前実業 田村蒼静郎,小野竜之介、木村和磨、工藤羅己、佐々木恭太、白戸成龍、山口大樹、斎藤滉樹
男子個人総合 ２位 青森山田 田中涼介
男子個人総合 ３位 青森山田 佐久本和夢
男子種目別　スティック １位 青森山田 佐久本和夢
男子種目別　スティック ３位 青森山田 田中涼介
男子種目別　クラブ ２位 青森山田 田中涼介
男子種目別　クラブ ３位 青森山田 佐久本和夢

男子50ｍ自由形 ８位 青森東 佐藤匡
男子200ｍ自由形 ５位 東奥義塾 工藤颯真
男子100ｍ背泳ぎ ８位 八戸 小田桐昌臣
男子100ｍ平泳ぎ １位 青森 佐々木禄紘
男子100ｍ平泳ぎ ２位 八戸工業大学第一 小山内元気
男子200ｍ平泳ぎ １位 八戸工業大学第一 小山内元気
男子200ｍ平泳ぎ ２位 青森 佐々木禄紘
男子100ｍバタフライ ４位 青森 藤野尚之
男子200ｍバタフライ ４位 八戸工業大学第一 中山義仁
男子200ｍ個人メドレー ３位 八戸工業大学第一 山下諒
男子200ｍ個人メドレー ６位 八戸工業大学第一 三橋凛太朗
男子400ｍ個人メドレー １位 八戸工業大学第一 山下諒
男子400ｍ個人メドレー ５位 八戸工業大学第一 成田雄斗
男子4×100ｍフリーリレー ６位 八戸工業大学第一 成田雄斗・能正将志・三橋凛太朗・小山内元気
男子4×100ｍフリーリレー ８位 青森 熊澤真翔・森山翔瑛・藤野尚之・佐々木禄紘
男子4×200ｍフリーリレー ４位 八戸工業大学第一 成田雄斗・山下諒・三橋凛太朗・能正将志
男子4×100ｍメドレーリレー ２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 ３位 八戸工業大学第一
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女子50ｍ自由形 ３位 青森 阿部なつき
女子100ｍ自由形 ６位 青森 阿部なつき
女子100ｍ平泳ぎ ４位 青森南 山田彩
女子100ｍ平泳ぎ ８位 東奥義塾 大川和
女子200ｍ平泳ぎ ４位 青森南 山田彩
女子200ｍ平泳ぎ ７位 東奥義塾 大川和
女子200ｍ個人メドレー ２位 八戸工業大学第一 今泉沙彩
女子400ｍ個人メドレー ３位 八戸工業大学第一 今泉沙彩

バレーボール

女子 ３位 青森西
森川寛叶、毛藤 凜、渡邊華奈、相馬愛月、三上莉央、川村咲貴、柳瀬 栞、小山内瑞貴、
堀川莉緒、中塩小雪、吉田珠梨、大川日菜、畑中美波、大西いちご

卓球
男子団体 ３位 東奥学園 大澤翔吾、谷川竜介、葛西良偉、米村京之臣、大澤陽斗、佐々木真士、寺下真尋、渡邊拓海
女子団体 ２位 五所川原商業 福士希、佐藤南緒、近藤愛香、三上紗希、工藤夢、熊谷桜、舘田真和、蛯沢愛菜
男子ダブルス ３位 東奥学園 大澤翔吾、葛西良偉
男子ダブルス ５位 弘前実業 三浦颯将、野宮健人
女子ダブルス １位 五所川原商業 佐藤南緒、工藤夢
女子ダブルス ３位 五所川原商業 福士希、近藤愛香
女子ダブルス ５位 弘前実業 中井清か、櫛引一葉
女子ダブルス ５位 弘前実業 秋元麗奈、鈴木悠月
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 ５位 五所川原商業 近藤愛香

女子シングルス ５位 五所川原商業 工藤夢

サッカー

男子 ２位 青森山田
三文字瑠依、鳥海昴、野中在脩、相澤優斗、神田駿斗、澤田貴史、那俄牲海、南谷陽介、
小松慧、武田英寿、近藤優羽、佐藤史騎、片山京誠、後藤健太、浅賀凱斗、浦川流輝亜、
田中翔太、成田新、鈴木琉聖、箱崎拓

女子 ４位 千葉学園
戸来優衣、加賀谷陽菜、岩谷亜美、澤頭和香葉、木村茉紘、清川佳凜、井上叶光、堀越里奈、
吉田歩生、上村果純、植村咲花、七役愛香、曾澤彩菜、小川葉月、石岡樹映留

ラグビー

男子 ４位 青森北

相馬雅、野呂龍矢、髙坂東弥、小鹿裕哉、倉内俊輝、工藤夏彩人、工藤総一郎、岩崎正吾、高森元太、
前田太一、住榮来輝、藤田瑛士、稲葉駿、本間知貴、赤平樹生、杉下翔、市川涼、松谷優吾、寺嶋義
樹、
森竜馬、森健太、相澤路久、釜萢一樹、工藤幸馬、蝦名颯大、中村柚稀、鳥谷部真寛、船水颯、
一戸義樹、石戸谷颯生

バドミントン
男子学校対抗 ３位 青森山田 大髙優良、瀬川大智、成田行磯、上松和暉、山家一紗、小鯖樹一、鈴木海里、佐藤倖心
女子学校対抗 ２位 青森山田 大石悠生、木村早希、森　優紗、高橋沙弥、大竹望月、山内優奈、髙橋美優、福島早希
男子シングルス ５位 青森山田 瀬川大智
男子シングルス ５位 浪岡 本間暉人
男子シングルス ５位 浪岡 武藤映樹
男子ダブルス ３位 青森山田 大髙優良、瀬川大智
男子ダブルス ５位 青森山田 成田行磯、上松和暉
男子ダブルス ５位 浪岡 本間暉人、渡邉丞
男子ダブルス ５位 青森山田 須永　匠、外川賢輝
女子シングルス ２位 青森山田 髙橋美優
女子シングルス ５位 青森山田 高橋沙弥
女子ダブルス １位 青森山田 大石悠生、木村早希
女子ダブルス ２位 青森山田 大竹望月、高橋沙弥
女子ダブルス ３位 青森山田 森優紗、山内優奈

相撲
団体 ２位 五所川原農林 木村真海、新保義也、鳴海匠馬、高杉能明、猿川天嵐、黒滝陸、松橋佳樹
団体 ３位 三本木農業 山崎勝磨、田中大陸、伊藤寧、坂本博一、小原　潤、立花勇輔、谷内勝哉
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 ３位 弘前実業高校 佐藤風翔
体重別個人100kg以上級 ２位 三本木農業 山崎勝磨
体重別個人100kg以上級 ３位 五所川原農林 猿川天嵐
個人選手権 １位 三本木農業 山崎勝磨
個人選手権 ２位 三本木農業 坂本博一
個人選手権 ５位 五所川原農林 猿川天嵐

柔道
女子団体 ２位 八戸西 新谷遙香、小坂理佳子、天間菜々美、山本景偉、中村　奈央
男子個人60kg級 ２位 青森山田 渋谷魁
女子個人48kg級 ３位 五所川原 工藤毬矢
女子個人52kg級 ３位 五所川原商業 今楓香
女子個人78kg級 １位 八戸西 小坂理佳子
女子個人78kg超級 ３位 青森北 髙橋樹紀香

ボート
男子シングルスカル ３位 むつ工業 酒井龍馬
女子シングルスカル ５位 青森中央 能代谷蛍衣
女子シングルスカル ６位 青森商業 川田こころ

男子ダブルスカル ７位 青森西 蛯名悠晏、相馬竣

男子舵手付クォドルプル ８位 青森 佐々木瑛樹、平山優成、西川晴人、岩井隆太朗、舘山桂拓、竹谷脩、佐々木舜世

女子舵手付クォドルプル ３位 青森 根深早希、一戸梨乃、小笠原日向子、珍田桃栞、武井早紀、加賀谷春菜、津島栞奈

女子舵手付クォドルプル ７位 青森中央 岡田留依、江利山彩音、古坂梨乃、北畠志保、柴田香乃、蝦名七海、三上歩美

剣道
女子団体 １位 東奥義塾 杉本咲妃、森永紗也香、齋藤とも、山村彩乃、本間朱莉、丸山里桜、生方麻菜

女子個人 １位 東奥義塾 杉本咲妃

女子個人 ２位 東奥義塾 山村彩乃

女子個人 ３位 東奥義塾 齋藤とも



レスリング

男子団体 １位 八戸工業大学第一
小泉蓮、西舘黎、榎本翔斗、武部優希、類家柊人、福士陽斗、尾崎　怜、
小川颯太、関下光輝、鳴海篤郎、佐々木海斗、佐藤元哉

男子51kg級 １位 八戸工業大学第一 小川颯太
男子65kg級 １位 八戸工業大学第一 小泉蓮
男子71kg級 １位 八戸工業大学第一 西舘黎
男子60kg級 ２位 八戸工業大学第一 榎本翔斗
男子80kg級 ２位 八戸学院光星 小笠原弥真人
男子60kg級 ３位 八戸工業大学第一 関下光輝
男子65kg級 ３位 八戸工業大学第一 福士陽斗
男子92㎏級 ３位 八戸学院光星 浜田大地
男子92㎏級 ３位 八戸学院光星 濱田浩暉
女子50kg級 １位 八戸工業大学第一 太田優香
女子68kg級 １位 八戸工業大学第一 齊藤美姫
女子74kg級 １位 青森商業 中新田明莉
女子53kg級 ２位 八戸工業大学第一 上川真美
女子57kg級 ２位 青森商業 加藤美結
女子53kg級 ３位 八戸工業 吉田りりあ
女子57kg級 ３位 八戸工業 坂本花倫
女子62kg級 ３位 青森商業 髙田ここな

弓道
女子団体 ３位 八戸工業 藤崎亜実、木村凜、佐々木綾乃、山下朱音、永澤夏音
男子個人 ５位 三沢 一戸大和
女子個人 ５位 青森中央 須藤沙恵

テニス
女子ダブルス ３位 弘前 横山琳咲、新川裕奈

登山
女子団体 ３位 八戸高校 室谷楓香、柏本結子、林紗玖波、野田妃菜子

自転車競技
男子ロード総合 ５位 八戸工業
４kmチームパーシュート ４位 八戸工業 小田恭介、田中央祐、松井諒、畑崎大輝
４kmチームパーシュート ５位 八戸工業大学第一 荒谷駿輔、北城純、吉田真聖、高橋翔夢
スプリント ５位 青森山田 川村琢磨
スプリント ７位 八戸工業大学第一 高橋海月
４km速度競走 ５位 青森商業 今井亮太
ポイントレース ７位 八戸工業 畑崎大輝
ポイントレース ８位 八戸工業大学第一 吉田真聖
３㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ８位 八戸工業大学第一 荒谷駿輔
ケイリン ８位 八戸工業 小田恭介
スクラッチ ５位 青森山田 栗橋開誠
スクラッチ ８位 八戸工業 下川原誠悟
男子個人ロード ７位 八戸工業 小田恭介
女子学校対抗総合 ３位 青森山田
女子学校対抗総合 ４位 青森商業
女子トラック総合 ３位 青森山田
女子トラック総合 ４位 青森商業
女子ロード総合 ２位 青森山田
女子ロード総合 ４位 青森商業
５00ｍタイムトライアル ３位 青森商業 能登谷真鈴
５00ｍタイムトライアル ４位 青森山田 栁沢早希
５00ｍタイムトライアル ７位 青森山田 北山百夏
２㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 青森山田 栁沢早希
２㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ５位 青森商業 能登谷真鈴
女子個人ロード ２位 青森山田 栁沢早希
女子個人ロード ４位 青森商業 能登谷真鈴

ボクシング
男子団体 １位 青森工業 坂本俊輔、古川龍之介、小枝恭
男子ピン級 １位 青森工業 坂本俊輔
男子ライト級 １位 青森工業 古川龍之介
男子ウェルター級 １位 青森工業 小枝恭
男子ミドル級 １位 弘前工業 浜田大護
男子バンタム級 ２位 五所川原工業 田中桐生
男子ライトフライ級 ３位 青森北 岩渕大輔
男子ライトウェルター級 ３位 八戸工業大学第一 工藤結羅
女子ライトフライ級 １位 五所川原工業 小野寺真由
女子ピン級 ３位 七戸 山名梨々夏

女子ライト級 ３位 青森山田 神麗愛

ウエイトリフティング
男子53kg級 ７位 五所川原工業 鎌田凱斗
男子56kg級 ７位 五所川原工業 関野晃大
男子56kg級 ８位 柏木農業 福田　航
男子69kg級 ８位 柏木農業 佐藤颯人
男子77kg級 ５位 柏木農業 外川峰大
男子85kg級 ４位 柏木農業 菊池拓海
男子94kg級 ５位 柏木農業 鎌田宝石
男子94kg級 ４位 五所川原工業 山口由裕
男子105kg級 ３位 柏木農業 三浦マトイ
男子105kg級 ７位 柏木農業 齋藤匠杜
男子+105㎏級 ５位 柏木農業 萩原舞士
女子58kg級 ６位 柏木農業 越田晴香
女子69kg級 ２位 柏木農業 小田桐結
女子69kg級 ３位 柏木農業 山谷澪那

女子+75kg級 ３位 柏木農業 豊澤実優



ヨット
男子コンバインド ４位 青森工業
女子コンバインド ３位 大湊
男子420級 ６位 青森工業Ａ 奥崎泰地、佐山憲汰、三浦璃久、杉田陸馬
男子レーザーラジアル級 １位 大湊 小濱暖士
男子レーザーラジアル級 ４位 青森工業 野呂隆宏
女子420級 ６位 大湊 富江紅音、川上莉香、佐々木はるな、木下美羽
女子レーザーラジアル級 ２位 大湊Ａ 麦沢瞳
女子レーザーラジアル級 ４位 大湊Ｂ 田中愛梨

フェンシング
男子学校対抗 ３位 田名部 柏崎瑞仁、菊池隆太、菊地悠太、坪颯馬、納谷優助
女子学校対抗 ３位 田名部 宮本ななみ、松尾知優、城山真乃、二本柳和奏、中野葉奈
男子個人フルーレ ５位 田名部 坪颯馬
男子個人サーブル １位 青森明の星 成田武永
男子個人サーブル ５位 田名部 納谷優助
女子個人フルーレ ２位 田名部 松尾知優
女子個人フルーレ ７位 黒石 井上理菜
女子個人エペ ２位 黒石 高田朱梨
女子個人エペ ８位 青森北今別校舎 相内　南
女子個人サーブル ４位 黒石 白取花音

空手道
男子団体組手 １位 青森明の星 松﨑創太、野坂大貴、蝦名修弥、大川蓮、葛西真那杜、柴﨑圭河、相馬空、米村蓮葵
男子団体組手 ３位 青森北 高橋叶務、泉進太郎、鳥谷部峻輔、岡堀司、齊藤禅、舘田響一、高橋和実、村川柾己
男子個人形 ３位 弘前学院聖愛 山本祐己
女子団体組手 ３位 青森明の星 岡田汐音、古木新奈、八幡杏奈、塩谷祐里、高谷愛純、長山美空、野坂美友、本間美里
女子団体組手 ３位 八戸学院野辺地西 石田ひらり、滝沢未緒、藤田 颯月、滝沢梨紗、品木真衣
女子個人組手 ２位 八戸学院野辺地西 藤田 颯月
女子個人組手 ３位 八戸学院野辺地西 石田ひらり
女子個人組手 ３位 青森明の星 古木新奈

アーチェリー
男子団体 ２位 青森東 石川柊斗、工藤健真、大嶋直哉、葛葉昌弥
男子団体 ３位 三本木農業 中道雅輝、越後裕貴、加藤優弥、中村元
男子個人 １位 青森山田 高杉祥真
男子個人 ４位 三本木農業 中道雅輝
男子個人 ６位 青森東 工藤健真

馬術
団体 １位 三本木農業 佐々木杏栞、石橋柊音、大坂怜、斉藤孝典、林崎七海、舘山璃音

個人 ４位 三本木農業 斉藤孝典

少林寺拳法
男子団体演武 １位 五所川原第一 西村龍栄、佐藤爽野、奥瀬泰輝、出町拓海、中村長晴、永田昇万
男子単独演武 ４位 五所川原第一 出町拓海
男子組演武 １位 五所川原第一 佐藤爽野、出町拓海
男子組演武 ３位 五所川原第一 中村長晴、永田昇万
男子組演武 ４位 五所川原第一 福田瑞紀・千葉翔太
女子組演武 ３位 三本木 北構里江・吉田茉生

ボウリング
男子個人 １位 八戸聖ウルスラ学院 田窪一翔
男子個人 ３位 弘前学院聖愛 石岡大空
男子個人 ４位 八戸工業大学第一 佐々木駿
男子個人 ５位 八戸工業大学第一 中村祐麻
男子個人 ６位 弘前 須藤大治
男子個人 ７位 八戸工業大学第一 武部雄大
男子個人 ８位 弘前学院聖愛 宇野到汰
女子個人 ５位 千葉学園 大久実結
女子個人 ６位 弘前 齊藤結実

ゴルフ
男子団体 ３位 八戸工業大学第一 千葉楽、千葉龍太朗、内海将太、赤石拓斗、加瀬谷駿
女子団体 ３位 八戸工業大学第一 横山もも、工藤楓佳、小笠原唯愛
男子個人 ３位 八戸工業大学第一 千葉楽
男子個人 ８位 八戸工業大学第一 赤石拓斗
女子個人 １位 八戸工業大学第一 横山もも


