
1 岩手 盛岡南 青森 弘前実業 秋田 能代松陽 山形 九里学園 宮城 東北 岩手 盛岡第一

宮城 明成 山形 庄内総合 青森 青森山田 宮城 常盤木学園 青森 弘前学院聖愛 福島 日大東北

青森 青森山田 岩手 盛岡市立 宮城 名取 山形 山形城北 秋田 秋田北 宮城 聖和学園

競泳 宮城 東北学院 青森 八戸工業第一 宮城 東北 宮城 東北 山形 日大山形 秋田 秋田北

水球 山形 山形工業 宮城 柴田 岩手 黒沢尻工業

飛込 宮城 利府 山形 米沢興譲館 秋田 秋田 宮城 多賀城 山形 米沢中央 福島 会津工業

山形 山形中央 福島 福島西

山形 山形南 福島 郡山商業

宮城 古川工業 岩手 盛岡誠桜

青森 弘前工業 宮城 聖和学園

岩手 専大北上 青森 東奥学園

青森 東奥学園 福島 桜の聖母学院

福島 田村 福島 田村

青森 八戸工業第一 山形 羽黒

福島 聖光学院 秋田 湯沢

福島 学法石川 福島 安積

福島 尚志

岩手 盛岡商業

宮城 聖ウルスラ学院 宮城 聖ウルスラ学院

岩手 盛岡市立 福島 尚志

11

岩手 福岡 福島 帝京安積

山形 南陽 岩手 花巻東

青森 五所川原農林

岩手 平舘

福島 田村 青森 青森北

宮城 東北 岩手 盛岡南

宮城 石巻工業 福島 白河

福島 平工業 福島 磐城

岩手 盛岡工業

山形 米沢工業

宮城 仙台第一 岩手 盛岡市立

宮城 東北学院 秋田 秋田北

福島 磐城 山形 日大山形

秋田 秋田商業 福島 磐城桜が丘

19 福島 白河実業 青森 八戸工業 福島 学法石川

20 岩手 盛岡南 岩手 黒沢尻工業 青森 青森工業

岩手 不来方 岩手 不来方

山形 置賜農業 宮城 築館

22 宮城 石巻 福島 福島工業 宮城 柴田

23 岩手 宮古 岩手 宮古商業 青森 青森工業 岩手 宮古 岩手 宮古商業 宮城 塩釜

岩手 一関第二 福島 川俣

山形 山形東 宮城 仙台第二

25 宮城 仙台育英 秋田 秋田中央 岩手 黒沢尻北

アルペン

クロカン

ジャンプ

山形 酒田南 山形 酒田南

秋田 男鹿工業 宮城 石巻市立女子

28 福島 福島明成 福島 福島商業 福島 相馬農業

スピード

フィギュア

青森 三本木農業 山形 鶴岡北

岩手 盛岡工業 福島 田村

31 福島 会津学鳳 岩手 釜石商工 宮城 仙台育英

33 秋田 秋田工 宮城 仙台育英 宮城 東北 秋田 花輪 宮城 仙台育英 福島 田村

34 青森 十和田工業 青森 三本木 宮城 塩釜 青森 五所川原第一 青森 三本木 宮城 塩釜

山形 寒河江

駅 伝

少林寺拳法

山形 寒河江 山形 谷地 岩手 不来方

な ぎ な た

32 カ ヌ ー 山形 谷地 宮城 中新田

福島 田村 青森 三本木農業 青森 青森西

29 スケート

30 アーチェリー 山形 鶴岡南

宮城 角田 青森 青森北

馬 術

27 空 手 道 福島 学法福島 宮城 仙台城南

聖霊女子短大付 宮城 仙台第三

ラグビーフットボール

26 スキー

ウエイトリフティング

ヨ ッ ト

24 フェンシング 秋田 秋田北鷹 宮城 気仙沼 秋田

21 ホ ッ ケ ー 福島 修明 山形 米沢商業岩手 沼宮内 岩手 沼宮内

秋田 聖霊女子短大附属

自転車競技

ボ ク シ ン グ

福島 郡山東

18 テ ニ ス 岩手 岩手 山形 日本大学山形 福島 日大東北

種市

17 弓 道 福島 平工業 岩手 黒沢尻工業 岩手 盛岡第一

東奥義塾 青森 東奥義塾 山形 左沢

16 レ ス リ ン グ 秋田 秋田商業 岩手

宮城

宮城

東北 宮城 柴田

15 剣 道 宮城 仙台育英学園 青森

須賀川

14 柔 道 山形 山形工業 山形 新庄東

青森

東北生活文化大学

13 相 撲 宮城 小牛田農林 秋田 大曲農業

ボ ー ト

青森山田

学校対抗は実施していない

12 ソフトボール 福島 福島東 福島 山形 上山明新館

富岡

常盤木学園 岩手 専大北上

10 バドミントン 福島 富岡 青森 青森山田 福島

大曲農業 宮城 聖和学園

9 サ ッ カ ー 青森 青森山田 宮城 仙台育英 宮城

山形城北 宮城 東北

8 ハンドボール 岩手 不来方 宮城 聖和学園 秋田

秋田商業 岩手 大野

7 ソフトテニス 宮城 東北 福島 学法石川 山形

古川学園 秋田 秋田北

6 卓 球 青森 青森山田 山形 鶴岡東 秋田

山形市立商業 宮城 聖和学園

5 バレーボール 秋田 雄物川 宮城 仙台商業 宮城

3 水泳

4 バスケットボール 秋田 能代工業 宮城 明成 山形

２位 ３位

陸 上 競 技

2
体 操 競 技

新 体 操

平成２６年度東北高等学校選手権大会学校対抗　成績一覧

№ 競技種目
男　　　子 女　　　子

１位 ２位 ３位 １位


