
　　　　　　　　

№ 競　　技 区分 氏　　名 所　　属 成　　績

1 陸　上 選手 米　沢　茂友樹 岩手県立福岡高等学校
＊ 平成22年度日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 ジュニア円盤投げ
　 日本高校新

2 陸　上 選手 土　橋　智　花 盛岡市立見前中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 女子Aｸﾗｽ 200m 優勝

3 陸　上 選手 石　川　周　平 花巻市立石鳥谷中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 男子Aｸﾗｽ 走り高跳び 優勝

4 陸　上 選手 坂　本　　　景 盛岡市立上田中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 男子Aｸﾗｽ 110m障害 優勝

5 水　泳 選手 宮　野　るみ子 岩手県水泳連盟
＊ 日本スポーツマスターズ2010三重大会 水泳競技 女子  50m背泳ぎ 優勝
＊ 　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　  　　女子 100m背泳ぎ 優勝
＊ 　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　  　　女子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

6 水　泳 選手 境　井　光　保 岩手県水泳連盟 ＊ 日本スポーツマスターズ2010三重大会 水泳競技 男子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

7 スキー 選手 田　中　ゆかり 西和賀町立沢内中学校 ＊ 第48回全国中学校スキー大会　女子 クロスカントリー 3kmフリー 優勝

8 スキー 選手 小　林　潤志郎 東海大学  ＊ 第66回国民体育大会冬季大会スキー競技会　スペシャルジャンプ 成年男子A　　優勝

9 スキー 選手 新　里　尚　子 東海大学 ＊ 第84回全日本学生スキー選手権大会 女子スーパーG 優勝

10 テニス 選手 佐々木　裕　一 一関ラブオール ＊ 日本スポーツマスターズ2010三重大会 テニス競技 男子ダブルス 優勝

11 テニス 選手 本　多　好　郎 富士大学 ＊ 日本スポーツマスターズ2010三重大会 テニス競技 男子ダブルス 優勝

12 ボート 選手 山　根　由　絹 早稲田大学 ＊ 第51回全日本新人選手権大会 女子舵手つきクォドルプル 優勝

13 レスリング 選手 横　澤　　　徹 拓殖大学
＊ JOCジュニアオリンピックカップ2010年度全日本ジュニアレスリング選手権
　　大会男子ジュニアの部 グレコローマンスタイル 84kg級 優勝

14 レスリング 選手 田　村　和　男 早稲田大学
＊ 2010年天皇杯全日本レスリング選手権大会 男子グレコローマンスタイル
　 74kg級 優勝

15 ウエイトリフティング 選手 後　藤　清　隆 岩手県立岩谷堂高等学校
＊ 第65回国民体育大会ウエイトリフティング競技 少年男子 94kg級 スナッチ
　 113kg 優勝

16 ソフトテニス 選手 菅　野　勝　郎 陸前高田市ソフトテニス協会
＊ 第19回アジアシニアソフトテニス選手権大会 団体戦シニア60 優勝
＊　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　個人戦シニア60 優勝
＊ 第14回全日本シニアソフトテニス選手権大会 シニア60 優勝

17 弓　道 選手 古　舘　　　凌 岩手県立福岡高等学校 ＊ 第65回国民体育大会 弓道競技 少年男子 近的 優勝

18 弓　道 選手 佐　藤　巧　真 岩手県立黒沢尻高等学校 ＊ 第65回国民体育大会 弓道競技 少年男子 近的 優勝

19 弓　道 選手 女鹿口　幸　成 岩手県立盛岡商業高等学校 ＊ 第65回国民体育大会 弓道競技 少年男子 近的 優勝

20 カヌー 選手 水　本　圭　治 大正大学

＊ 平成22年度第46回全日本学生カヌー選手権大会 1000Mカヤックペア 優勝
　 カヤックフォア 優勝　10000Mカヤックペア 優勝
＊ 平成22年度日本カヌースプリント選手権大会 500Mカヤックペア 優勝
　 カヤックフォア 優勝　200Mカヤックペア 優勝 カヤックフォア 優勝
＊ 第16回アジア広州大会カヌースプリント競技 200Mカヤックペア 優勝
　 1000Mカヤックペア 3位

21 武術太極拳 選手 齋　藤　志　保 岩手県武術太極拳連盟 ＊ 第3回世界ジュニア武術選手権大会 A組 女子 総合太極拳 第3位

22 パワーリフティング 選手 岩　崎　　　実 　岩手県パワーリフティング協会
＊ 第8回ジャパンオープンマスターズベンチプレス選手権大会ベンチプレス
　 67.5kg級 M4の部 優勝

23 陸　上 指導者 尾　形　真　也 岩手県立福岡高等学校
＊ 平成22年度日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 ジュニア円盤投げ
  　日本高校新

24 陸　上 指導者 高　柳　純　彦 盛岡市立見前中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 女子Aｸﾗｽ 200m 優勝

25 陸　上 指導者 皆　川　雅　勝 花巻市立石鳥谷中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 男子Aｸﾗｽ 走り高跳び 優勝

26 陸　上 指導者 佐々木　朋　美 盛岡市立上田中学校 ＊ 第41回ジュニアオリンピック陸上競技大会 男子Aｸﾗｽ 110m障害 優勝

27 スキー 指導者 新　田　康　行 西和賀町立沢内中学校 ＊ 第48回全国中学校スキー大会　女子 クロスカントリー 3kmフリー 優勝

28 ウエイトリフティング 指導者 小　野　　　悟 岩手県立岩谷堂高等学校
＊ 第65回国民体育大会ウエイトリフティング競技 少年男子 94kg級 スナッチ
　 113kg 優勝

29 弓　道 指導者 藤　田　直　樹 岩手県立黒沢尻工高等学校 ＊ 第65回国民体育大会 弓道競技 少年男子 近的 優勝

1 ホッケー 選手 岩手選抜 男子 岩手県ホッケー協会 ＊ 第11回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 優勝

2 カーリング 選手
浪岡正行､木村拓司、
鈴木彰、阿部義行、

柴田理
チーム岩手 ＊ 第8回日本シニアカーリング選手権大会 優勝

3 カーリング 選手
苫米地　賢　司
苫米地　美智子

チーム岩手 ＊ 第4回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会 優勝
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