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NO. 団/個 競技 順位 性別 種目 氏名 学校

1 個人 優勝 女子 3000ｍ マリアム・ワイディラ(3) 仙台育英
2 個人 ４位 女子 400ｍ 森　　美悠(3) 東北
3 個人 ３位 男子 5000ｍ サイラス・キンゴリ(2) 仙台育英
4 個人 ６位 男子 やり投 武者　慶士(3) 名取
5 団体 バレーボール ３位 女子 古川学園
6 団体 バスケットボール ２位 男子 明成
7 団体 ソフトテニス ２位 男子 団体 東北
8 団体 サッカー ５位 女子 常盤木
9 個人 相撲 ３位 男子 個人 冨栄　秀喜(3) 小牛田
10 個人 ６位 男子 種目別つり輪 山本　　大(3) 明成
11 団体 ７位 男子 団体 明成
12 個人 ５位 男子 種目別クラブ 佐藤　綾人(1) 名取
13 個人 ７位 男子 個人 佐藤　綾人(1) 名取
14 団体 ８位 男子 団体 名取
15 団体 ３位 男子 舵手付きクォドルプル 石巻工
16 団体 ４位 女子 舵手付きクォドルプル 石巻
17 個人 ２位 女子 200ｍ平泳ぎ 赤石　咲乃(1) 東北
18 団体 ３位 女子 400ｍメドレーリレー 東北
19 個人 ５位 男子 50ｍ自由形 猪狩　雄哉(2) 東北学院
20 個人 ５位 女子 100ｍ平泳ぎ 赤石　咲乃(1) 東北
21 団体 ６位 女子 学校対抗 東北
22 個人 剣道 ３位 男子 個人 千田　　海(3) 仙台育英
23 団体 ５位 女子 団体 気仙沼
24 個人 ５位 女子 フルーレ 狩野　愛巳(3) 仙台三
25 個人 ２位 男子 94kg級スナッチ 渡辺健太郎(3) 石巻
26 個人 ３位 男子 62kg級スナッチ 佐藤　　匠(3) 宮城農
27 個人 ３位 男子 94kg級スナッチ 岩間　　楓(3) 柴田
28 個人 ４位 男子 62kg級トータル 佐藤　　匠(3) 宮城農
29 個人 ４位 男子 94kg級トータル 渡辺健太郎(3) 石巻
30 個人 ５位 男子 94kg級クリーン＆ジャーク 渡辺健太郎(3) 石巻
31 個人 ６位 男子 94kg級トータル 岩間　　楓(3) 柴田
32 個人 ７位 男子 69kg級スナッチ 二階堂守仁(3) 石巻
33 個人 ７位 男子 69kg級トータル 二階堂守仁(3) 石巻
34 個人 ７位 男子 85kg級トータル 平田　将太(3) 柴田
35 個人 ８位 男子 69kg級クリーン＆ジャーク 二階堂守仁(3) 石巻
36 個人 ８位 男子 94kg級クリーン＆ジャーク 岩間　　楓(3) 柴田
37 団体 登山 ６位 女子 宮城一
38 団体 弓道 ８位 男子 団体 東北学院
39 個人 空手道 ５位 女子 個人組手 髙橋　千春(3) 角田
40 個人 なぎなた ５位 女子 個人 齋藤　　萌(2) 仙台育英
41 個人 優勝 男子 カナディアン・ペア200ｍ 髙橋　　翼(3)・千葉　雅大(3) 中新田
42 個人 ３位 男子 カナディアン・ペア500ｍ 髙橋　　翼(3)・千葉　雅大(3) 中新田
43 個人 ７位 男子 カヤック・ペア500ｍ 本田　有和(2)・淺野　優貴(2) 中新田

【公開競技】
1 個人 優勝 女子 ケイリン 佐々木美郁(3) 古川工
2 個人 ２位 女子 500ｍタイムトライアル 佐々木美郁(3) 古川工
3 個人 ６位 女子 スクラッチ 伊藤　真生(3) 東北

【参考：全国高等学校選手権大会】　※インターハイ実施種目を除く「優勝」のみ
ウエイトリフティング 優勝 女子 +75kg級トータル 粟野稚佳子(3) 柴田
ゴルフ 優勝 男子 団体 東北

２０１４南関東総体（インターハイ）　　宮城県選手団入賞者一覧
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