
No, 競　技　名 種　　　別 種　　　目 記　　録 順 位

一般男子 1500mスピード 　　　　　田　中　　信　明
2'08"6

日本新・大会新 1位

5000m 　　　　　中　田　　敏　彦 タイムなし 4位
　　　　　山　口　　宏　道 タイムなし 6位

10000m 　　　　　東　　　　　　　隆 15'44"9 7位
1000m 　　　　　福　岡　　憲　子 1'38"9 6位
3000m 　　　　　大　南　　優　子 タイムなし 7位
5000m 　　　　　田　村　　裕　治　　 7'50"3 1位
10000m 　　　　　東　　　　　　　徹 16'02"4 5位

　　　　　松　田　　秀　美 16'02"4 6位
　　　　　田　村　　祐　司 8位

2000mリレー 3'00"5 3位

一般の部 3位
高校の部 3位

　　　　　原　子　  正　志 合計394.15 1位
　　　　　原　田　　　　 功 合計356.65 3位
　　　　　原　田　　　 　功 149.3 5位
　　　　　原　子　　正　志 139.2 7位
　　　　　須　藤　　　 　昇 48'07" 1位
　　　　　菊　地　　一　史 49'03" 4位
　　　　　馬　淵　　豊　和 49'50" 5位

リレー 2'46"05 2位
大回転 　　　　　川　村　　勝　儀 1'45"09 5位

　　　　　辻　　　　 克　彦 124.9 3位
　　　　　鳴　海　　健　治 94.9 7位

距離（15km） 　　　　　対　馬　　悟　郎 51'41" 3位
　　　　　花　田　　英　一 合計366.35 6位
　　　　　山　田　　和　広 合計360.00 8位
　　　　　小田切　 長五郎 49'19" 7位
　　　　　岸　　　 　光　雄 49'43" 8位

女子 リレー 55"47 7位

監督 　　　　　日　景　　 保 雄
フライ級 　　　　　榊　　　　  修　一
バンタム級 　　　　　相　坂　　 一　則
フェザー級 　　　　　町　屋　　喜代美
ライト級 　　　　  桜屋敷　　正　雄
ライトウェルター級 　　　　　白　崎　　 文　男
監督 　　　　　角　金　　 秀　祐
フライ級 　　　　　石　橋　　 政　雄
バンタム級 　　　　　中　山　　 省　二
フェザー級 　　　　　田　中　　 伸　夫
ライト級 　　　　　大久保　　克　弘
ライトウェルター級 　　　　　一　戸　　 利　彦

5 ヨ ッ ト 一般女子 スナイプ級 43点 5位

一般男子 ライトヘビー級 　　　　今　　　　 　定　博 中京大 415 5位
フライ級 　　　　斉　藤　　　　 　仁 柏木農業高 255 6位
バンタム級 　　　　前　田　　　寿　治   五所川原工業高 260 6位
フェザー級 　　　　蒔　苗　　　繁　明   五所川原工業高 282.5 4位
ライト級 　　　　長　内　　　光　春 木造高 310 6位
ライトヘビー級 　　　　永　田　　　忠　勝 五所川原工業高 360 1位
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No, 競　技　名 種　　　別 種　　　目 記　　録 順 位
一般男子 500m速度競走 　　　　葛　西　　　 新　蔵 38"50 2位

スクラッチレース 　　　　赤　塚　　　 久　平 5位
道路競走 　　　　小笠原　　　義　明 八戸電波工業高 2゜28'6"20 3位
1000mタイムトライアル 　　　　榊　　　　　　敏　晴 八戸電波工業高 1'13"04 2位
10000mポイントレース 　　　　小笠原　　　義　明 八戸電波工業高 27 2位
4000m団体追抜競走 榊・高橋・小笠原義・小笠原嘉 4'54"62 3位

斉藤悦子・小川美代子

　　 　  水口律子・伊藤   みこ

9 馬    術 一般 白馬大障害飛越 　　　　　坪　　　　   憲　明 1'31" 7位

一般男子
57kg級フリー 　　　　　吉　田　　  裕　明 3位

90kg級 　　　　　佐々木　　 敏　市 4位

100kg級 　　　　　吉　田　　  幸　雄 3位

62kg級グレコローマン 　　　　　小笠原　   要　助 7位

68kg級 　　　　　小笠原　   博　美 4位
74kg級 　　　　　涛　岡　　　利　文 7位

100kg以上級 　　　　　細　越　　  和　夫 3位

48kg級フリー 　　　　　奈　良　　  博　美 5位

56kg級 　　　　　荒　川　　  要　吉 2位

60kg級 　　　　　橋　本　　 嘉千男 1位

65kg級 　　　　　平　沼　  　義　範 1位

70kg級 　　　　　横　山　  　勝　幸 1位

81kg級 　　　　　小　島　  　章　造 1位

1位

3位　　　　　寺　井　　 二美男

高校男子

高校男子

レスリング

自 転 車7
高校男子

75kg級ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ

10

8 高校女子卓    球

総合得点
男女総合（天皇杯得点） 　　　　15位　【28.5点】
女子総合（皇后杯得点） 　　　　22位　【10.5点】

氏　　名　・　チ　ー　ム　・　所　　属


