
青森県高等学校総合体育大会スケート競技　歴代優勝者

男子
学校対抗

回 年度 氏名 学校名 タイム 氏名 学校名 タイム 氏名 学校名 タイム
1 昭和24 八戸工業 畑中　克夫 八戸工業 52.5 畑中　克夫 八戸工業 2.51.0
2 昭和25 八戸工業 畑中　克夫 八戸工業 52.0 三浦　勝也 八戸工業 3.00.7
3 昭和26 八戸工業 立原　宏一 八戸工業 1.01.1 三浦　勝也 八戸工業 3.21.6
4 昭和27 八戸工業 板橋　三寿 八戸 50.5 板橋　三寿 八戸 2.52.5
5 昭和28 中止 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－
6 昭和29 八戸工業 富岡　義雄 八戸工業 49.8 富岡　義雄 八戸工業 2.49.6
7 昭和30 八戸工業 西村　輝雄 八戸東 55.0 森越　志朗 八戸工業 3.09.8
8 昭和31 八戸工業 平出　道雄 八戸 50.3 古町　直良 八戸 2.52.3
11 昭和32 八戸工業 平出　道雄 八戸 51.3 中止 －－－ －－－
12 昭和33 八戸工業 松浦　弘 八戸工業 49.8 松浦　弘 八戸工業 2.46.3
13 昭和34 八戸工業 森越　豊 八戸工業 52.8 森越　豊 八戸工業 2.51.0
14 昭和35 八戸 広田　俊哉 八戸 51.9 岡沼　宏洲 八戸 2.56.9
15 昭和36 中止 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－
16 昭和37 八戸 畑中　捷郎 八戸商業 48.2 畑中　捷郎 八戸商業 2.34.8
17 昭和38 八戸 西村　栄 八戸工業 48.4 西村　栄 八戸工業 2.36.4
18 昭和39 八戸商業 佐々木　光男 八戸商業 49.0 細越　真夫 光星学院 2.33.5
18 昭和40 八戸商業 工藤　英夫 光星学院 48.4 細越　真夫 光星学院 2.30.2
19 昭和41 八戸商業 佐々木　光男 八戸商業 47.1 加福　徹 八戸商業 2.34.1
20 昭和42 八戸商業 田中　信明 八戸商業 47.4 田中　信明 八戸商業 2.33.5
21 昭和43 光星学院 田村　保孝 八戸商業 47.8 渡辺　哲夫 光星学院 2.30.8
22 昭和44 光星学院 原田　喜彦 光星学院 49.3 山口　広道 光星学院 2.28.5
23 昭和45 光星学院 山田　隆 八戸 44.8 山田　隆 八戸 2.22.2
24 昭和46 八戸商業 小向　猛彦 八戸商業 46.8 松田　篤 光星学院 2.27.3
25 昭和47 八戸商業 宮古　政則 光星学院 44.2 宮古　政則 光星学院 2.21.9
26 昭和48 八戸商業 川口　宏志 八戸商業 45.1 寺下　勝正 八戸工業 2.26.6
27 昭和49 百石 佐々木　良幸 光星学院 44.9 田名部　正人 百石 2.21.1
28 昭和50 百石 佐々木　良幸 光星学院 44.5 田名部　正人 百石 2.23.3
29 昭和51 百石 北村　利則 光星学院 44.4 田名部　正人 百石 2.15.2
30 昭和52 百石 中山　富男 百石 43.3 吉田　修 百石 2.17.1
31 昭和53 百石 吉田　修 百石 42.1 中山　富男 百石 2.16.7
32 昭和54 八戸西 戸田　金作 八戸西 41.56 村﨑　利雄 百石 2.13.05
33 昭和55 百石 戸田　金作 八戸西 40.77 戸田　金作 八戸西 2.10.81
34 昭和56 百石 金濵　康光 光星学院 41.26 金濵　康光 光星学院 2.09.15
35 昭和57 百石 江渡　昭 百石 41.4 田口　俊彦 八戸工業 2.11.2
36 昭和58 百石 沼沢　博文 八戸 41.2 藤本　亮 百石 2.08.1
37 昭和59 百石 夏堀　尚治 光星学院 40.2 藤本　亮 百石 2.07.9
38 昭和60 光星学院 留目　雅明 八戸工業 41.5 松田　仁 八戸商業 2.09.5
39 昭和61 光星学院 松田　仁 八戸商業 41.1 松田　仁 八戸商業 2.07.0
40 昭和62 光星学院 佐藤　一也 光星学院 40.36 松本　徹 百石 2.06.90
41 昭和63 八戸工業 村﨑　匡裕 光星学院 40.27 出町　正明 八戸西 2.10.60
42 平成元 光星学院 浜道　隆寛 八戸工業 39.69 村﨑　匡裕 光星学院 1.21.93 小林　貴之 光星学院 2.10.93
43 平成2 八戸西 後村　文範 光星学院 39.17 後村　文範 光星学院 1.21.68 小林　貴之 光星学院 2.11.39
44 平成3 八戸西 河村　育麻 八戸西 39.73 河村　育麻 八戸西 1.23.38 後藤　準 八戸西 2.05.88
45 平成4 八戸西 河村　育麻 八戸西 39.99 蛯名　大 八戸西 1.22.43 後藤　準 八戸西 2.03.40
46 平成5 八戸西 若林　誠之 光星学院 40.62 蛯名　大 八戸西 1.23.38 蛯名　大 八戸西 2.10.39
47 平成6 光星学院 若林　誠之 光星学院 39.66 工藤　範秋 光星学院 1.23.72 工藤　範秋 光星学院 2.07.00
48 平成7 八戸商業 遠藤　真也 八戸商業 40.31 工藤　範秋 光星学院 1.20.95 工藤　範秋 光星学院 2.03.79
49 平成8 八戸商業 遠藤　真也 八戸商業 40.48 工藤　範秋 光星学院 1.21.19 金沢　諭 八戸商業 2.04.95
50 平成9 八戸商業 遠藤　真也 八戸商業 39.45 遠藤　真也 八戸商業 1.19.49 佐藤　精二 光星学院 2.03.74
51 平成10 八戸商業 山村　知弘 八戸商業 38.23 山村　知弘 八戸商業 1.20.52 坂下　努 八戸商業 2.00.83
52 平成11 八戸商業 袴田　真吾 光星学院 41.07 高橋　雄哉 八戸商業 1.21.36 高橋　雄哉 八戸商業 2.08.58
53 平成12 光星学院 松橋　広大 光星学院 40.42 佐藤　鉄也 光星学院 1.20.48 高橋　雄哉 八戸商業 2.02.10
54 平成13 八戸商業 松橋　広大 光星学院 39.10 松尾　和明 八戸商業 1.20.70 高橋　雄哉 八戸商業 2.00.78
55 平成14 八戸商業 松橋　広大 光星学院 39.39 松橋　広大 光星学院 1.19.34 松尾　和明 八戸商業 2.05.43
56 平成15 八戸商業 松尾　和明 八戸商業 38.66 松尾　和明 八戸商業 1.16.75 下村　将嘉 八戸商業 2.04.50
57 平成16 八戸商業 中村　聖也 八工大一 40.09 中村　聖也 八工大一 1.20.16 荒屋敷　忠生 八戸商業 2.09.63
58 平成17 八戸商業 中村　聖也 八工大一 79.30 (39.84-39.46) 中村　聖也 八工大一 1.20.08 在家　範将 八戸商業 2.05.20
59 平成18 八戸商業 池田　晋一朗 八戸 78.33 (38.82-39.51) 金濱　亨 八戸 1.20.69 在家　範将 八戸商業 2.04.22
60 平成19 八戸西 大森　冬樹 八戸東 78.79 (39.34-39.45) 木村　佳憲 八戸西 1.18.76 在家　範将 八戸商業 2.01.93
61 平成20 八戸西 木村　佳憲 八戸西 79.01 (39.38-39.63) 木村　佳憲 八戸西 1.18.51 佐藤　裕太 八戸商業 2.04.34
62 平成21 八戸商業 田名部　佳希 八戸工業 78.50 39.75-38.75) 佐々木　晃平 八戸商業 1.17.20 佐々木　晃平 八戸商業 2.01.76
63 平成22 光星学院 伊藤　暢祥 八戸商業 77.66 (39.11-38.55) 佐々木　晃平 八戸商業 1.18.80 佐々木　晃平 八戸商業 2.02.36
64 平成23 光星学院 伊藤　暢祥 八戸商業 75.35 (38.00-37.35) 金濵　竜聖 光星学院 1.18.27 金濵　竜聖 光星学院 2.01.48
65 平成24 光星学院 松川　晶紀 光星学院 83.18 (41.75-41.43) 金濵　竜聖 光星学院 1.18.49 金濵　竜聖 光星学院 2.02.74
66 平成25 八戸西 大田中　佑史 八学光星 81.69 (41.00-40.69) 村山　翔威 八戸西 1.25.11 山本　大平 八戸西 2.06.83
67 平成26 八戸西 川崎　清隆 八学光星 86.48 (42.88-43.60) 下舘　信司 八戸西 1.21.77 村山　翔威 八戸西 2.11.71
68 平成27 八戸西 下舘　信司 八戸西 78.72 (39.14-39.58) 下舘　信司 八戸西 1.19.61 竹中　誠也 八戸商業 2.05.69
69 平成28 八戸西 下舘　信司 八戸西 77.90 (38.91-38.99) 赤坂　仁 八戸西 1.20.38 毛利　信太郎 八戸西 1.59.97
70 平成29 八戸西 毛利　信太郎 八戸西 39.57 赤坂　仁 八戸西 1.19.35 毛利　信太郎 八戸西 2.00.20
71 平成30 八戸西 俵山　泰誠 八戸西 39.09 赤坂　仁 八戸西 1.18.58 清川　一樹 八戸西 1.58.10
72 令和元 八戸西 橋本　芳彦 八戸西 37.73 竹中　裕馬 八戸西 1.16.33 今村　龍信 八戸西 1.58.43
73 令和2 八戸西 今村　龍信 八戸西 38.58 橋本　芳彦 八戸西 1.14.46 橋本　芳彦 八戸西 1.54.12
74 令和3 八戸西 佐々木　海地 八戸西 40.63 佐々木　海地 八戸西 1.21.39 －－－ －－－ －－－
75 令和4 八戸西 村上　雄太 八戸西 39.08 村上　雄太 八戸西 1.18.63 久保　悠 八戸西 2.08.08
76 令和5
77 令和6
78 令和7
79 令和8
80 令和9
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回 年度
1 昭和24
2 昭和25
3 昭和26
4 昭和27
5 昭和28
6 昭和29
7 昭和30
8 昭和31
11 昭和32
12 昭和33
13 昭和34
14 昭和35
15 昭和36
16 昭和37
17 昭和38
18 昭和39
18 昭和40
19 昭和41
20 昭和42
21 昭和43
22 昭和44
23 昭和45
24 昭和46
25 昭和47
26 昭和48
27 昭和49
28 昭和50
29 昭和51
30 昭和52
31 昭和53
32 昭和54
33 昭和55
34 昭和56
35 昭和57
36 昭和58
37 昭和59
38 昭和60
39 昭和61
40 昭和62
41 昭和63
42 平成元
43 平成2
44 平成3
45 平成4
46 平成5
47 平成6
48 平成7
49 平成8
50 平成9
51 平成10
52 平成11
53 平成12
54 平成13
55 平成14
56 平成15
57 平成16
58 平成17
59 平成18
60 平成19
61 平成20
62 平成21
63 平成22
64 平成23
65 平成24
66 平成25
67 平成26
68 平成27
69 平成28
70 平成29
71 平成30
72 令和元
73 令和2
74 令和3
75 令和4
76 令和5
77 令和6
78 令和7
79 令和8
80 令和9

氏名 学校名 タイム 氏名 学校名 タイム 学校名 タイム 学校名 タイム
畑中　克夫 八戸工業 10.26.3 畑中　克夫 八戸工業 22.14.8 八戸商業 2.53.3
畑中　克夫 八戸工業 10.03.5 津村　英二 八戸 21.37.8 八戸工業 3.34.6
照井　利男 八戸工業 11.46.2 照井　利男 八戸工業 24.27.6 八戸工業 4.03.0
西山　智也 八戸工業 10.10.4 西山　智也 八戸工業 20.33.5 八戸商業 3.35.9

中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－ 中止 －－－
佐々木　日出雄 八戸工業 9.50.4 佐々木　日出雄 八戸工業 20.39.2 八戸工業 3.35.3

森越　志朗 八戸工業 11.09.2 田中　大也 八戸工業 23.30.4 八戸 4.09.0
町田　隆夫 光星学院 10.15.5 町田　隆夫 光星学院 23.23.5 八戸工業 3.30.0

中止 －－－ －－－ 町田　隆夫 光星学院 21.22.2 中止 －－－
町田　隆夫 光星学院 9.35.0 町田　隆夫 光星学院 20.01.5 八戸工業 3.29.4
滝沢　克次 八戸 10.05.9 滝沢　克次 八戸 20.47.7 八戸工業 3.36.4
出町　嘉明 光星学院 10.39.6 菊池　秀司 八戸 21.39.6 八戸 3.33.1

中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－ 中止 －－－
菊池　秀司 八戸 9.13.0 菊池　秀司 八戸 19.10.0 八戸 3.21.3
細田　浩 八戸商業 9.07.1 工藤　浩三 光星学院 20.36.1 八戸商業 3.38.3
東　隆 八戸商業 9.44.2 岡沼　光彦 八戸 18.42.1 八戸商業 3.18.2
東　隆 八戸商業 8.52.6 東　隆 八戸商業 18.51.2 光星学院 3.22.5
東　隆 八戸商業 8.50.5 東　隆 八戸商業 18.44.6 八戸商業 3.18.6

渡辺　哲夫 光星学院 9.23.5 橋本　昇 八戸商業 19.01.3 八戸商業 3.20.3
山口　広道 光星学院 9.04.0 渡辺　哲夫 光星学院 18.40.0 光星学院 3.16.0

田名部　和彦 八戸商業 9.02.6 山口　広道 光星学院 17.41.2 八戸商業 3.19.2
中田　敏彦 八戸工業 8.37.5 中田　敏彦 八戸工業 17.21.6 光星学院 3.10.7
田村　裕治 光星学院 8.30.6 大向　将之 八戸商業 17.39.2 八戸商業 3.09.2

東　徹 八戸商業 8.14.8 東　徹 八戸商業 17.58.1 八戸商業 3.03.0
東　徹 八戸商業 8.03.8 東　徹 八戸商業 16.42.3 八戸商業 3.11.7

田名部　幸夫 八戸工業 8.24.2 田名部　幸夫 八戸工業 17.25.7 百石 3.06.9
工藤　忠彦 百石 8.42.5 田名部　正人 百石 17.49.3 百石 3.08.9

田名部　正人 百石 8.04.0 後村　利幸 光星学院 17.16.2 百石 3.00.4
後村　利幸 光星学院 8.13.3 後村　利幸 光星学院 17.20.5 百石 2.56.6
四戸　司 八戸西 8.31.5 四戸　司 八戸西 17.40.3 百石 2.58.5

金濵　康光 光星学院 8.00.32 金濵　康光 光星学院 16.57.85 八戸西 2.55.69
金濵　康光 光星学院 7.49.91 金濵　康光 光星学院 16.10.37 八戸工業 2.55.33
若林　勝治 百石 8.01.28 若林　勝治 百石 16.15.37 八戸 2.55.11
成田　博一 百石 7.53.3 成田　博一 百石 16.16.0 八戸工業 2.51.7
百目木　仁 八戸商業 7.49.2 馬場　大和 百石 16.02.4 八戸工業 2.47.0
下村　信也 八戸商業 7.38.7 下村　信也 八戸商業 15.42.5 百石 2.46.8
松田　仁 八戸商業 8.09.5 佐々木　遵 八戸西 16.34.9 八戸商業 2.52.3

小笠原　広文 光星学院 7.37.8 小笠原　広文 光星学院 15.55.2 八戸工業 2.47.2
小笠原　広文 光星学院 7.41.72 工藤　和弘 八戸工業 16.11.70 光星学院 2.41.34
大西　友則 八戸西 8.12.86 大西　友則 八戸西 16.29.75 光星学院 2.46.60
竹内　洋介 光星学院 7.47.03 竹内　洋介 光星学院 16.31.13 光星学院 2.40.40

河原木　徳友 八戸西 7.48.81 河原木　徳友 八戸西 16.13.93 八戸西 2.48.40
河原木　徳友 八戸西 7.43.69 河原木　徳友 八戸西 16.09.62 八戸西 2.43.23

後藤　準 八戸西 7.38.67 杉山　広明 光星学院 16.06.33 八戸西 2.40.01
堀川　大志 光星学院 7.52.69 小芝　直彦 八戸西 16.13.03 八戸西 2.42.79
大里　崇 八戸商業 7.40.59 大里　崇 八戸商業 15.51.69 光星学院 2.40.69

伊勢　俊一 百石 7.37.87 伊勢　秀一 百石 15.34.10 八戸工業 2.48.62
伊勢　秀一 百石 7.34.37 伊勢　秀一 百石 15.28.70 百石 2.48.54
袴田　憲司 百石 7.25.55 袴田　憲司 百石 15.18.24 光星学院 2.46.11

小笠原　裕太 八戸商業 7.41.83 小笠原　裕太 八戸商業 15.19.42 八戸商業 2.42.58
村﨑　高夫 八戸商業 7.23.70 東　健太郎 八戸商業 15.47.05 光星学院 2.44.48
東　健太郎 八戸商業 7.18.19 東　健太郎 八戸商業 15.37.39 光星学院 2.42.88
高橋　雄哉 八戸商業 7.37.31 藤ヶ森　一輝 百石 15.22.61 八戸商業 2.42.67

藤ヶ森　一輝 百石 7.23.68 藤ヶ森　一輝 百石 15.33.72 光星学院 2.43.27
下村　将嘉 八戸商業 7.22.70 高橋　丈博 八戸商業 15.50.16 八戸商業 2.38.79
柴田　正隆 八戸商業 7.25.61 柴田　正隆 八戸商業 14.58.20 八戸商業 2.42.49
松尾　駿 八戸西 7.23.59 吉本　圭翼 八戸商業 15.39.61 八戸商業 2.44.26

在家　範将 八戸商業 7.10.79 松尾　駿 八戸西 15.30.81 八戸商業 2.44.16
松尾　駿 八戸西 7.05.43 松尾　駿 八戸西 14.31.18 八戸商業 2.42.35 八戸西 4.21.44

川崎　雄太 八戸西 7.29.95 大田中　仁志 八戸西 15.38.92 －－－ －－－ 八戸商業 4.22.52
川崎　雄太 八戸西 7.23.29 川崎　雄太 八戸西 15.42.36 八戸工業 2.47.29 八戸商業 4.39.14
金濵　竜聖 光星学院 7.38.94 工藤　文耶 八戸工業 15.55.34 光星学院 2.48.05 光星学院 4.39.88
根城　将貴 八戸北 7.42.06 根城　将貴 八戸北 15.44.92 光星学院 2.45.12 光星学院 4.33.68
根城　将貴 八戸北 7.32.82 根城　将貴 八戸北 15.33.36 －－－ －－－ 八戸西 4.37.38
山本　大生 八戸西 7.23.43 山本　大生 八戸西 15.01.33 －－－ －－－ －－－ －－－
山本　大史 八戸西 7.10.79 山本　大史 八戸西 15.04.65 八戸西 2.45.14 －－－ －－－
山本　大史 八戸西 7.12.13 山本　大史 八戸西 14.43.31 －－－ －－－ 八戸西 4.11.99
山本　大史 八戸西 6.59.38 山本　大史 八戸西 14.37.65 八戸西 2.39.92 八戸西 4.09.69
根城　知哉 八戸西 7.35.44 根城　知哉 八戸西 16.06.71 八戸西 2.35.58 八戸西 4.29.44
橋本　芳彦 八戸西 7.12.87 竹中　裕馬 八戸西 15.37.00 八戸西 2.35.98 八戸西 4.15.14
橋本　芳彦 八戸西 6.56.95 竹中　裕馬 八戸西 15.07.60 八学光星 2.48.21 八戸西 4.13.96
大崎　公暉 八学光星 8.06.26 今村　龍信 八戸西 15.25.22 －－－ －－－ －－－ －－－

－－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－
佐々木　海地 八戸西 7.15.56 －－－ －－－ －－－ 八戸西 2.45.08 八戸西 4.26.44

男子チームパシュート
(第60回から公開種目)
(第68回から正式種目)

男子2000mリレー
(第1回は1600m)

男子5000m 男子10000m



青森県高等学校総合体育大会スケート競技　歴代優勝者

回 年度
1 昭和24
2 昭和25
3 昭和26
4 昭和27
5 昭和28
6 昭和29
7 昭和30
8 昭和31
11 昭和32
12 昭和33
13 昭和34
14 昭和35
15 昭和36
16 昭和37
17 昭和38
18 昭和39
18 昭和40
19 昭和41
20 昭和42
21 昭和43
22 昭和44
23 昭和45
24 昭和46
25 昭和47
26 昭和48
27 昭和49
28 昭和50
29 昭和51
30 昭和52
31 昭和53
32 昭和54
33 昭和55
34 昭和56
35 昭和57
36 昭和58
37 昭和59
38 昭和60
39 昭和61
40 昭和62
41 昭和63
42 平成元
43 平成2
44 平成3
45 平成4
46 平成5
47 平成6
48 平成7
49 平成8
50 平成9
51 平成10
52 平成11
53 平成12
54 平成13
55 平成14
56 平成15
57 平成16
58 平成17
59 平成18
60 平成19
61 平成20
62 平成21
63 平成22
64 平成23
65 平成24
66 平成25
67 平成26
68 平成27
69 平成28
70 平成29
71 平成30
72 令和元
73 令和2
74 令和3
75 令和4
76 令和5
77 令和6
78 令和7
79 令和8
80 令和9

女子
学校対抗

氏名 学校名 タイム 氏名 学校名 タイム 氏名 学校名 タイム
八戸東 重茂　よし 八戸東 1.08.4 重茂　よし 八戸東 2.25.1 柞木田　よしの 八戸東 不明
八戸東 橋本　ユリ 八戸東 1.04.9 橋本　ユリ 八戸東 不明 重茂　よし 八戸東 11.50.6
八戸東 柞木田　よしの 八戸東 1.12.0 柞木田　よしの 八戸東 2.37.8 柞木田　よしの 八戸東 11.08.6
八戸東 藤田　幸子 八戸東 1.00.2 藤田　幸子 八戸東 2.25.3 佐々木　邦子 千葉 12.45.0
中止 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－

八戸東 藤田　幸子 八戸東 58.4 板橋　妙子 千葉 2.07.8 斉藤　八重美 八戸東 12.15.4
八戸東 留目　節子 八戸東 1.15.9 板橋　妙子 千葉 2.26.5 板橋　妙子 千葉 3.45.5
八戸東 川守田　みち 八戸東 1.02.9 川守田　みち 八戸東 2.09.5 富岡　武子 白菊 3.13.1
八戸東 富岡　武子 白菊 1.02.1 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－
八戸東 畑中　光子 八戸東 58.6 畑中　光子 八戸東 2.07.2 金浜　すみ 八戸東 3.26.7
八戸東 大南　てい 八戸東 1.05.4 大南　てい 八戸東 2.12.4 佐藤　けい子 八戸東 3.30.6
八戸東 長畑　悦子 白菊 1.08.1 金浜　美恵 八戸東 2.44.5 工藤　宏子 八戸東 3.52.9
中止 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－ 中止 －－－ －－－

八戸東 金浜　美恵 八戸東 1.02.1 金浜　美恵 八戸東 2.09.1 大里　千恵子 八戸商業 3.12.3
八戸 田村　早苗 八戸 1.01.6 福岡　憲子 八戸商業 2.11.6 大里　千恵子 八戸商業 3.03.9

八戸東 大南　習子 八戸商業 1.04.8 松田　裕子 八戸 2.08.2 吉田　あつ子 八戸 3.19.2
八戸商業 今田　睦子 八戸商業 58.5 高橋　美代子 八戸東 2.04.1 福岡　憲子 八戸商業 3.01.9
光星学院 今田　睦子 八戸商業 56.0 小瀬川　恭子 八戸商業 2.06.7 小瀬川　恭子 八戸商業 3.03.6
光星学院 今田　睦子 八戸商業 56.2 今田　睦子 八戸商業 1.57.3 根城　ゆき 光星学院 2.58.0
光星学院 木村　孝子 八戸東 57.5 山田　けい子 千葉 2.00.5 根城　ゆき 光星学院 2.55.5
光星学院 松本　富美子 八戸商業 59.6 木村　孝子 八戸東 1.58.4 大南　優子 光星学院 2.56.3
光星学院 木村　孝子 八戸東 51.1 木村　孝子 八戸東 1.47.1 大南　優子 光星学院 2.55.9
千葉学園 山下　悦子 千葉 57.4 佐々木　信枝 八戸商業 1.50.7 小芝　弘子 光星学院 2.47.1
光星学院 山田　和子 八戸商業 54.5 高島　郁子 光星学院 1.48.5 小芝　弘子 光星学院 2.41.8
光星学院 田中　肇子 八戸商業 53.8 田中　肇子 八戸商業 1.50.5 小芝　弘子 光星学院 2.52.9

百石 宮古　正子 百石 51.8 宮古　正子 百石 1.46.3 田中　肇子 八戸商業 2.46.1
百石 市川　真貴子 八戸西 49.9 宮古　正子 百石 1.44.8 木村　孝子 百石 2.56.6
百石 井上　美鈴 八戸西 52.2 十日市　順子 八戸工業 1.43.7 坂口　路代 八戸西 2.37.5
百石 十日市　順子 八戸工業 49.5 十日市　順子 八戸工業 1.40.7 岩岡　美保 八戸東 2.35.9

八戸西 三浦　淑代 八戸西 48.1 三浦　淑代 八戸西 1.39.6 坂口　路代 八戸西 2.34.4
百石 細越　篤子 八戸工業 48.07 細越　篤子 八戸工業 1.38.42 石田　寿子 百石 2.35.99
百石 細越　篤子 八戸工業 47.33 吉田　まき子 百石 1.36.83 石田　寿子 百石 2.30.85
百石 細越　篤子 八戸工業 46.96 吉田　まき子 百石 1.33.83 佐々木　寿子 百石 2.25.16
百石 倉内　留美 百石 46.3 沢向　美幸 光星学院 1.38.5 市沢　千賀子 八戸工業 2.26.4
百石 倉内　留美 百石 45.0 倉内　留美 百石 1.33.1 佐々木　寿子 百石 2.23.7

光星学院 倉内　留美 百石 45.5 倉内　留美 百石 1.34.5 小軽米　智子 八戸西 2.23.8
八戸工業 助川　安芸子 八戸工業 47.9 助川　安芸子 八戸工業 1.37.3 樋口　元子 八戸 2.27.1

八戸 小野寺　恭子 八戸東 46.4 小野寺　恭子 八戸東 1.36.1 小軽米　智子 八戸西 2.23.6
八戸東 小野寺　恭子 八戸東 45.11 小野寺　恭子 八戸東 1.34.35 樋口　元子 八戸 2.23.14
八戸東 小野寺　恭子 八戸東 46.07 小野寺　恭子 八戸東 1.37.38 板橋　純子 八戸東 2.31.60
八戸東 相坂　美香子 八戸東 46.29 小野寺　郁子 八戸東 1.33.76 佐々木　直子 光星学院 2.23.63
八戸東 橋本　曜 八戸東 45.99 相坂　美香子 八戸東 1.33.02 小野寺　郁子 八戸東 2.24.18

光星学院 小野寺　郁子 八戸東 44.48 小野寺　郁子 八戸東 1.31.50 沼館　章子 光星学院 2.25.18
光星学院 大久保　歌澄 八戸 46.34 大久保　歌澄 八戸 1.32.72 沼館　章子 光星学院 2.23.91
光星学院 大久保　歌澄 八戸 45.71 大久保　歌澄 八戸 1.33.64 成田　亜希 光星学院 2.26.33
光星学院 大久保　歌澄 八戸 44.16 川尻　貴子 光星学院 1.31.04 成田　亜希 光星学院 2.22.80
八戸商業 川尻　貴子 光星学院 44.65 川尻　貴子 光星学院 1.29.88 栗林　しのぶ 八戸商業 2.25.53
光星学院 吉田　真由美 光星学院 45.97 吉田　真由美 光星学院 1.31.01 浜中　喜子 光星学院 2.21.97
光星学院 慶長　文子 八戸西 45.14 慶長　文子 八戸西 1.34.39 浜中　喜子 光星学院 2.14.72
光星学院 沼端　瞳 光星学院 46.01 柏崎　友美 光星学院 1.36.07 浜中　喜子 光星学院 2.12.45
八戸商業 松倉　泉 八戸北 47.43 吉田　望 八戸商業 1.36.06 根城　七恵 八戸商業 2.25.88
八戸商業 大里　聡子 八戸商業 46.78 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 1.34.38 根城　七恵 八戸商業 2.21.08
八戸商業 遠藤　奈々子 百石 47.13 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 1.35.78 根城　七恵 八戸商業 2.19.69
八戸商業 －－－ －－－ －－－ 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 1.31.34 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 2.30.57
八戸西 松尾　佳枝 八戸西 45.73 松尾　佳枝 八戸西 1.32.21 小嶋　優美 八戸西 2.33.19
八戸西 松尾　佳枝 八戸西 45.72 松尾　佳枝 八戸西 1.33.09 川口　啓子 八戸商業 2.23.28
八戸西 松尾　佳枝 八戸西 89.83 (44.77-45.06) 松尾　佳枝 八戸西 1.31.83 川崎　由佳 八戸商業 2.26.70

八戸商業 秋田　和香菜 八戸商業 92.27 (45.73-46.54) 川崎　由佳 八戸商業 1.31.79 川崎　由佳 八戸商業 2.21.92
八戸商業 西野　春美 八戸商業 105.14 (52.52-52.62) 川崎　由佳 八戸商業 1.29.15 川崎　由佳 八戸商業 2.18.50
八戸西 浅坂　晋子 八戸西 91.33 (45.96-45.37) 浅坂　晋子 八戸西 1.34.87 森　加菜美 八戸西 2.17.31
八戸西 米内口　成美 八戸西 90.57 (45.57-45.00) 浅坂　晋子 八戸西 1.31.47 松尾　優 八戸工業 2.18.97
八戸西 米内口　成美 八戸西 89.47 (44.94-44.53) 浅坂　晋子 八戸西 1.31.81 森　加菜美 八戸西 2.15.02

八戸工業 赤坂　菜穂 八戸工業 91.48 (45.95-45.53) 赤坂　菜穂 八戸工業 1.36.60 松尾　優 八戸工業 2.19.28
光星学院 赤坂　遼 八戸工業 93.03 (46.65-46.38) 河原木　聖可 光星学院 1.37.55 丹波　佳奈美 光星学院 2.20.68
八学光星 河原木　聖可 八学光星 93.06 (46.19-46.87) 西山　夢乃 八戸西 1.32.10 磯嶋　真波 八学光星 2.19.43
八学光星 加賀　ひかり 八戸西 89.77 (44.83-44.94) 河原木　聖可 八学光星 1.39.68 磯嶋　真波 八学光星 2.23.58
八戸西 加賀　ひかり 八戸西 87.90 (43.80-44.10) 西山　夢乃 八戸西 1.28.94 西山　夢乃 八戸西 2.19.44
八戸西 岡堀　有希 名久井農業 103.77 (51.74-52.03) 尾崎　里以真 八戸西 1.33.79 尾崎　里以真 八戸西 2.25.76

八学光星 尾崎　里以真 八戸西 45.31 尾崎　里以真 八戸西 1.32.26 根本　明日香 八学光星 2.28.44
八学光星 宮下　和奏 八学光星 46.06 高山　愛子 八戸西 1.29.47 高山　愛子 八戸西 2.20.62
八戸西 下村　璃々 八戸西 44.15 下村　璃々 八戸西 1.27.73 高山　愛子 八戸西 2.16.49
八戸西 高山　愛子 八戸西 42.42 高山　愛子 八戸西 1.25.60 下村　璃々 八戸西 2.10.56
八戸西 下村　璃々 八戸西 41.95 下村　璃々 八戸西 1.24.16 根城　理実 八戸西 2.13.15
八戸西 根城　理実 八戸西 43.48 沢野　心悠 八戸西 1.31.75 沢野　心悠 八戸西 2.23.79

女子500m 女子1000m
女子1500m

(第6回までは5000m)



青森県高等学校総合体育大会スケート競技　歴代優勝者

回 年度
1 昭和24
2 昭和25
3 昭和26
4 昭和27
5 昭和28
6 昭和29
7 昭和30
8 昭和31
11 昭和32
12 昭和33
13 昭和34
14 昭和35
15 昭和36
16 昭和37
17 昭和38
18 昭和39
18 昭和40
19 昭和41
20 昭和42
21 昭和43
22 昭和44
23 昭和45
24 昭和46
25 昭和47
26 昭和48
27 昭和49
28 昭和50
29 昭和51
30 昭和52
31 昭和53
32 昭和54
33 昭和55
34 昭和56
35 昭和57
36 昭和58
37 昭和59
38 昭和60
39 昭和61
40 昭和62
41 昭和63
42 平成元
43 平成2
44 平成3
45 平成4
46 平成5
47 平成6
48 平成7
49 平成8
50 平成9
51 平成10
52 平成11
53 平成12
54 平成13
55 平成14
56 平成15
57 平成16
58 平成17
59 平成18
60 平成19
61 平成20
62 平成21
63 平成22
64 平成23
65 平成24
66 平成25
67 平成26
68 平成27
69 平成28
70 平成29
71 平成30
72 令和元
73 令和2
74 令和3
75 令和4
76 令和5
77 令和6
78 令和7
79 令和8
80 令和9

氏名 学校名 タイム 学校名 タイム 学校名 タイム
重茂　よし 八戸東 7.40.5 八戸東 不明
重茂　よし 八戸東 不明 八戸東 3.27.4

－－－ －－－ －－－ 八戸東 不明
佐々木　邦子 千葉 6.59.6 八戸東 3.46.5

中止 －－－ －－－ 中止 －－－
板橋　妙子 千葉 6.58.5 八戸東 3.58.0
富岡　武子 白菊 8.15.0 八戸東 4.16.2
富岡　武子 白菊 6.57.2 八戸東 3.20.0

中止 －－－ －－－ 中止 －－－
金浜　すみ 八戸東 7.22.9 八戸東 3.09.4

佐藤　けい子 八戸東 7.11.5 八戸東 3.31.3
工藤　宏子 八戸東 8.14.8 白菊 3.55.8

中止 －－－ －－－ 中止 －－－
大里　千恵子 八戸商業 6.26.9 八戸東 3.35.4
大里　千恵子 八戸商業 6.40.4 八戸 4.33.0
福岡　憲子 八戸商業 6.30.6 八戸東 4.16.5
福岡　憲子 八戸商業 6.18.5 八戸商業 4.07.2
今田　睦子 八戸商業 6.36.4 光星学院 4.18.4
根城　ゆき 光星学院 6.23.2 光星学院 4.13.6
根城　ゆき 光星学院 6.02.0 光星学院 3.55.1
大南　優子 光星学院 5.53.2 光星学院 3.55.3
大南　優子 光星学院 5.39.8 光星学院 3.50.3
小芝　優子 千葉 5.49.5 千葉学園 3.46.3
小芝　弘子 光星学院 5.44.0 光星学院 3.47.2
小芝　弘子 光星学院 5.35.3 八戸商業 4.07.1
橋本　隆子 八戸北 5.50.2 百石 4.01.8
橋本　隆子 八戸北 5.58.7 百石 3.40.8
坂口　路代 八戸西 5.25.4 百石 3.38.0

宮古　真理子 百石 5.37.2 百石 3.31.8
坂口　路代 八戸西 5.24.8 百石 3.51.5
石田　寿子 百石 5.18.71 百石 3.31.99

吉田　まき子 百石 5.50.28 光星学院 3.18.33
佐々木　寿子 百石 5.13.68 百石 3.24.49
佐々木　寿子 百石 5.03.9 百石 3.16.9
佐々木　寿子 百石 4.48.3 －－－ －－－
小軽米　智子 八戸西 4.58.1 八戸工業 3.24.7
小軽米　智子 八戸西 5.04.9 －－－ －－－
小軽米　智子 八戸西 4.57.8 －－－ －－－
樋口　元子 八戸 5.15.53 －－－ －－－
板橋　純子 八戸東 5.25.42 八戸東 3.15.69

佐々木　直子 光星学院 5.07.26 八戸東 3.09.55
沼館　章子 光星学院 5.04.51 八戸東 3.05.01

河原木　美恵子 八戸 5.16.29 光星学院 3.10.43
沼館　章子 光星学院 5.05.94 光星学院 3.04.32
成田　亜希 光星学院 5.06.92 光星学院 3.11.56
成田　亜希 光星学院 4.55.42 光星学院 3.04.23

鈴木　めぐみ 八戸商業 5.00.66 光星学院 3.07.88
浜中　喜子 光星学院 4.55.08 光星学院 3.04.45
浜中　喜子 光星学院 4.47.66 －－－ －－－
浜中　喜子 光星学院 4.52.23 八戸商業 3.14.35
根城　七恵 八戸商業 4.52.01 八戸商業 3.08.19
根城　七恵 八戸商業 4.54.03 －－－ －－－
根城　七恵 八戸商業 5.01.03 －－－ －－－
川口　啓子 八戸商業 5.27.50 －－－ －－－
小嶋　優美 八戸西 5.18.81 八戸西 3.15.34
川口　啓子 八戸商業 5.05.75 八戸西 3.11.12
小嶋　優美 八戸西 5.14.47 －－－ －－－
西村　瞳 八戸商業 5.13.99 八戸商業 3.13.26
西村　瞳 八戸商業 4.58.85 －－－ －－－ －－－ －－－

森　加菜美 八戸西 4.56.64 八戸西 3.14.98 合同チーム 3.49.10
松尾　優 八戸工業 4.47.34 八戸西 3.02.78 八戸西 4.08.25

森　加菜美 八戸西 4.55.06 八戸西 3.07.04 八戸西 4.07.00
松尾　優 八戸工業 4.57.31 －－－ －－－ 八戸工業 4.04.25

丹波　佳奈美 光星学院 4.57.21 －－－ －－－ －－－ －－－
磯嶋　真波 八学光星 4.54.02 －－－ －－－ 八学光星 3.46.85
磯嶋　真波 八学光星 4.48.20 －－－ －－－ －－－ －－－
磯嶋　真波 八学光星 4.56.57 －－－ －－－ 八戸西 3.37.45

根本　明日香 八学光星 5.15.99 －－－ －－－ －－－ －－－
根本　明日香 八学光星 5.06.85 －－－ －－－ 八学光星 4.08.68
上野　恵理子 八学光星 4.58.50 －－－ －－－ －－－ －－－
高山　愛子 八戸西 4.52.59 －－－ －－－ －－－ －－－
下村　璃々 八戸西 4.40.31 －－－ －－－ 八戸西 3.28.50
根城　理実 八戸西 4.42.94 －－－ －－－ 八戸西 3.32.30
根城　理実 八戸西 4.37.46 －－－ －－－ －－－ －－－

女子2000mリレー
(第16回までは1600m)

女子チームパシュート
(第60回から公開種目)
(第68回から正式種目)

女子3000m



青森県高等学校総合体育大会スケート競技　歴代優勝者

回 年度
1 昭和24
2 昭和25
3 昭和26
4 昭和27
5 昭和28
6 昭和29
7 昭和30
8 昭和31
11 昭和32
12 昭和33
13 昭和34
14 昭和35
15 昭和36
16 昭和37
17 昭和38
18 昭和39
18 昭和40
19 昭和41
20 昭和42
21 昭和43
22 昭和44
23 昭和45
24 昭和46
25 昭和47
26 昭和48
27 昭和49
28 昭和50
29 昭和51
30 昭和52
31 昭和53
32 昭和54
33 昭和55
34 昭和56
35 昭和57
36 昭和58
37 昭和59
38 昭和60
39 昭和61
40 昭和62
41 昭和63
42 平成元
43 平成2
44 平成3
45 平成4
46 平成5
47 平成6
48 平成7
49 平成8
50 平成9
51 平成10
52 平成11
53 平成12
54 平成13
55 平成14
56 平成15
57 平成16
58 平成17
59 平成18
60 平成19
61 平成20
62 平成21
63 平成22
64 平成23
65 平成24
66 平成25
67 平成26
68 平成27
69 平成28
70 平成29
71 平成30
72 令和元
73 令和2
74 令和3
75 令和4
76 令和5
77 令和6
78 令和7
79 令和8
80 令和9

男子
学校対抗

女子
学校対抗

学校名 氏名 学校名 学校名 氏名 学校名
－ －
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－
－　－ 伊藤　紀子 八戸東
八戸東 伊藤　紀子 八戸東

白菊学園 前田　博子 八戸東
白菊学園 小笠原　雅子 白菊
白菊学園 小笠原　雅子 白菊
白菊学園 佐々木　継子 八戸西
八戸東 佐々木　誠子 八戸東
八戸東 津久家　寿子 光星学院

光星学院 津久家　寿子 光星学院
光星学院 月舘　聖子 白菊
光星学院 月舘　聖子 白菊
白菊学園 高橋　亜紀子 八戸東
白菊学園 柳沢　美智子 光星学院
光星学院 松沢　妙子 八戸東

光星学院 柳沢　光志 光星学院 光星学院 柳沢　美智子 光星学院
八戸南 村田　光弘 八戸南 八戸商業 松沢　妙子 八戸東
八戸南 村田　光弘 八戸南 八戸商業 山本　信子 八戸商業
八戸 小笠原　博文 八戸 八戸商業 山本　まゆみ 八戸商業

八戸商業 松田　訓 八戸商業 聖ｳﾙｽﾗ学院 松橋　明美 光星学院
八戸北 若林　弘貴 八戸北 光星学院 松橋　明美 光星学院

光星学院 高橋　貴則 光星学院 八戸北 北村　葉子 八戸西
八戸 高橋　稔大 八戸 光星学院 高橋　裕佳 ウルスラ
八戸 高橋　稔大 八戸 聖ｳﾙｽﾗ学院 高橋　裕佳 ウルスラ
八戸 高橋　稔大 八戸 聖ｳﾙｽﾗ学院 山本　夢子 ウルスラ

八工大一 小笠原　健雄 工大一 聖ｳﾙｽﾗ学院 山本　夢子 ウルスラ
八工大一 見世　健一 工大一 光星学院 向谷地　美香子 光星学院

－　－ －－－ －－－ 聖ｳﾙｽﾗ学院 渡辺　恵野 ウルスラ
八戸北 坂頂　達也 八戸北 光星学院 木村　貴子 工大一

光星学院 ？？？ ？？ 八工大一 ？？？ ？？
光星学院 浪岡　秀 光星学院 八工大一 木村　貴子 工大一
光星学院 浪岡　樹 光星学院 八戸北 小笠原　牧子 工大一
光星学院 浪岡　樹 光星学院 八工大一 小笠原　牧子 工大一
八工大一 木村　亨 工大一 聖ｳﾙｽﾗ学院 川守田　絢子 ウルスラ

－　－ －－－ －－－ 聖ｳﾙｽﾗ学院 日澤　夏希 ウルスラ
－　－ －－－ －－－ 聖ｳﾙｽﾗ学院 日澤　夏希 ウルスラ

八工大一 小笠原　健介 工大一 三本木 太田　真樹 三本木
八工大一 小笠原　健介 工大一 青森 大坂　華世 青森
八工大一 小笠原　健介 工大一 青森 鳴海　さつき 青森
八工大一 木村　真人 工大一 青森 谷川　奈穂美 明の星
八工大一 木村　真人 工大一 青森明の星 谷川　奈穂美 明の星
八工大一 木村　真人 工大一 青森明の星 谷川　詩織 明の星

－　－ －－－ －－－ 青森明の星 谷川　詩織 明の星
－　－ －－－ －－－ 八戸東 谷川　詩織 明の星
－　－ －－－ －－－ 八戸東 工藤　夢起 八戸西
－　－ －－－ －－－ 三沢 大澤　陽 三沢
－　－ －－－ －－－ 三沢 大澤　陽 三沢

三沢商業 小形　冴々也 三沢商業 三沢 廣谷　帆香 工大一
三沢商業 小形　冴々也 三沢商業 八工大一 廣谷　帆香 工大一
三沢商業 小形　冴々也 三沢商業 三沢 大澤　寧子 三沢
八学光星 木村　哲太 八学光星 青森山田 渡辺　倫果 青森山田
八学光星 木村　哲太 八学光星 八工大一 聖前　埜々華 工大一
八学光星 木村　哲太 八学光星 八工大一 聖前　埜々華 工大一

フィギュア男子個人 フィギュア女子個人


