
11月27日(土)　宮古運動公園陸上競技場

《トラック競技》

順序 種別 競技名 ラウンド 申込数 組数 競技開始 招集組 備考

1 高校・一般男子 ３０００ｍ 決　勝 11 1 10:00 1 09:30 ～ 09:45

2 高校・一般女子 ３０００ｍ 決　勝 13 1 10:20 1 09:50 ～ 10:05

10:40 1 10:10 ～ 10:25

11:00 2 10:30 ～ 10:45

4 中学女子 ３０００ｍ 決　勝 9 1 11:20 1 10:50 ～ 11:05

5 高校・一般男子 ５０００ｍ 決　勝 8 2 11:40 1 11:10 ～ 11:25

＊競技終了予定時刻　12:10

2021岩手ベイ・チャレンジ陸上3rd　競技日程

招集開始～完了

3 中学男子 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ 31 2



中学男子3000m

11月27日 10:40 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

ｾｶﾞﾜ ｿﾗ ﾀｶﾊｼ ﾗｲ

1 173 瀬川　青空(3) 滝沢中 1 286 髙橋　禮(2) 北上中学校
ｲｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ ｱｻﾇﾏ ｿﾗﾉｽｹ

2 637 石川　楓(2) 水沢南中 2 1270 浅沼　空之介(1) 滝沢中
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ｿﾌﾞ ｱﾙﾄ

3 2001 佐藤　遥人(1) 滝沢南 3 174 蘇武　侑登(3) 滝沢中
ｶﾂﾀ ﾌｳﾏ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

4 2002 勝田　楓真(2) 滝沢南 4 1278 髙橋　歩睦(1) 滝沢中
ﾉﾂﾞｷ ｹｲｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾕｳ

5 176 野月　慧史(3) 滝沢中 5 1287 山本　比優(1) 滝沢中
ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾄ ﾐｽﾞﾉ ｱﾂﾋｺ

6 178 松村　真都(3) 滝沢中 6 1542 水野　敦彦(1) 黒石野中
ﾍﾞﾆﾔ ﾀｸﾄ ﾀﾑﾗ ｿｳ

7 435 紅屋　匠杜(3) 見前南中 7 1288 田村　蒼宇(1) 滝沢中
ｺﾌﾀﾞ ｼｭﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｵｳｶﾞ

8 2003 國府田　駿(2) 滝沢南 8 181 山本　旺芽(3) 滝沢中
ﾐﾝﾌﾞﾀ ｱｵﾄ ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾔ

9 180 民部田　蒼斗(3) 滝沢中 9 1286 山下　朔矢(1) 滝沢中
ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ｿｳﾀ

10 2004 下田　侑樹(1) 滝沢南 10 1271 小野寺　奏太(1) 滝沢中
ｶﾏｲｼ ﾊｼﾞﾒ ｵﾘﾊﾗ ｿｳﾀ

11 170 釜石　一(3) 滝沢中 11 1272 折原　爽太(1) 滝沢中
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾊ

12 194 古川　陽樹(2) 滝沢中 12 1284 藤森　一颯(1) 滝沢中
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾙ ﾑﾛｵｶ ﾘｭｳﾄ

13 179 松本　藍流(3) 滝沢中 13 197 室岡　琉斗(2) 滝沢中
ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾄ ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ

14 169 岩﨑　晟斗(3) 滝沢中 14 1415 中田　雄斗(1) 花巻北中
ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｶﾞ

15 2005 武田　啓助(1) 滝沢南 15 1285 村松　琉芽(1) 滝沢中
ﾅｶﾉ ｺﾄﾞｳ

16 175 中野　鼓堂(3) 滝沢中

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録
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高校・一般男子3000m

11月27日 10:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｻｻｷ ﾕｳｼﾞﾝ

1 824 佐々木　悠仁(1) 花北青雲
ﾂﾁﾔ ﾊｸﾄ

2 825 土屋　伯斗(1) 花北青雲
ﾓﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ

3 45 盛内　俊輔(2) 盛岡市立高校

ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ

4 750 佐藤　秀真(1) 宮古高校
ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ

5 347 金野　拓也 IWASPO
ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ

6 749 金澤　翔真(1) 宮古高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｷ

7 233 渡邊　強輝 岩手マスターズ

ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲｾｲ

8 751 畠山　瑛成(1) 宮古高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

9 45 山本　雄太郎 JA岩手県中央会

ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾑ

10 771 上田　集士(1) 宮古高校
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｾｲ

11 525 長嶋　皓生(2) 宮古高校



高校・一般男子5000m

11月27日 11:40 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾅｶﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ

1 192 長野　志伸 笹間クラブ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｷ

2 233 渡邊　強輝 岩手マスターズ

ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ

3 628 児玉　脩平(1) 黒沢尻北高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾑ

4 440 山口　拓夢(2) ｸｼﾞｺｳ
ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾞｳｷ

5 526 藤村　昂樹(2) 宮古高校
ﾂｷﾉｷｻﾜ ｳﾐ

6 636 槻木澤　海(1) 軽米高
ｵｵｻﾜ ﾀｲﾁ

7 4565 大澤　太一 みちのく
ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｾｲ

8 525 長嶋　皓生(2) 宮古高校



中学女子3000m

11月27日 11:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ﾖｺﾀ ｺﾛﾓ

1 2006 横田　衣(1) 滝沢南
ｵｻﾅｲ ｱﾔｶ

2 981 長内　絢香(1) 滝沢中
ﾅﾂｲ ﾋﾅｺ

3 509 夏井　日菜子(1) 一戸中学校
ｻｻｷ ﾕｲ

4 644 佐々木　結彩(2) 西中
ｻﾜｸﾞﾁ ｱﾉ

5 2007 澤口　愛乃(1) 滝沢南
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾎ

6 2008 藤澤　夏帆(2) 滝沢南
ｻｻｷ ｶﾉﾝ

7 1027 佐々木　風隠(1) 北上中学校
ｻｻｷ ﾕｳﾗ

8 2009 佐々木　優來(2) 滝沢南
ｶｸﾀﾞﾃ ﾈｵ

9 246 角舘　音緒(3) 花巻中



高校・一般女子3000m

11月27日 10:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録
ｾｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

1 324 瀬川　和叶(1) 盛岡市立高校

ｲｹﾀﾞ ﾙﾊ

2 562 池田　瑠羽(1) 花北青雲
ﾐﾅﾄ ﾏｺ

3 383 湊　茉子(2) 宮古高校
ﾌｸｼ ﾕｳﾅ

4 382 福士　裕那(2) 宮古高校
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ

5 458 安藤　愛理(1) 軽米高
ｻｻｷ ﾅﾂﾞｷ

6 14 佐々木　菜月(2) 軽米高
ｺｳﾉ ﾘﾎ

7 563 河野　里穂(1) 花北青雲
ﾀｼﾛ ｲﾛﾊ

8 381 田代　彩羽(2) 宮古高校
ｻｻｷ ﾏﾘﾝ

9 571 佐々木　海(1) 盛岡市立高校

ﾔﾏﾈ ﾏﾕ

10 384 山根　万侑(2) 宮古高校
ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｲｶ

11 534 長澤　結楓(1) 宮古高校
ｻｻｷ ﾋﾖﾘ

12 417 佐々木　陽和(1) 盛岡市立高校

ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ

13 31 菅原　めぐみ IWASPO


