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★高総体・高校野球・高総文祭★
岩手県高校総体の県大会が行われました。どの部もこれまでの練習の成果を十分に発揮しました。そして、ボクシン

グ部の神山久一郎と陸上競技部の伊藤正樹さん（走高跳）が東北大会に出場します。視聴覚委員会の活動も優秀な成績

を納め、全国大会へと出場します。各部・委員会のさらなる活躍を期待しています。各大会の結果は次のとおりです。

◇第７０回岩手県高等学校総合体育大会 （敬称略）

＜ボクシング＞ ５／３１～６／３ 北上市 黒沢尻工業高等学校第２体育館

学校対抗 第６位
男子ミドル級 神山久一郎 第２位 東北大会出場
女子ライト級 小原野々華 第２位

＜ソフトボール＞ ６／２～６／４ 花巻市 花巻市石鳥谷ふれあい運動公園

2回戦 花巻農業 １２－５ 久慈東 （5回コールド）
3回戦 花巻農業 ０－１３ 専修大学北上（5回コールド） （ベスト１６）

＜柔道＞ ５／２５～５／２７ 盛岡市 岩手県営武道館

男子個人 ９０ｋｇ級 ２回戦 藤原瑠衣 ○－ 小原（盛岡第四）棄権勝ち
３回戦 藤原瑠衣 －○ 崎田（宮古水産）優勢負け

＜陸上競技＞ ５／２４～２６ 北上市 北上総合運動公園北上陸上競技場

女子４×１００ｍR予選 58″73（福地、藤田、関田、佐藤）
男子４×１００ｍR予選 45″68（佐藤、角舘、照井、伊藤） 準決勝進出

準決勝 失格（佐藤、角舘、照井、伊藤）
男子 ８００ｍ予選 2′17″19（川邊）
男子４×４００ｍR予選 3′57″79（佐藤、川邊、照井、斎藤）
女子 ２００ｍ予選 30″29（藤田）
走高跳決勝 189ｃｍ（伊藤） 4位 東北大会出場

＜弓道＞ ５／２５～５／２７ 盛岡市 岩手県営武道館 弓道場

男子団体 予選1回目20射8中、2回目20射4中、合計40射12中 予選敗退
男子個人 予選通過者はなし
女子団体 予選1回目20射8中、2回目20射11中、合計40射19中 予選通過 （ベスト１６）

準々決勝 20射8中、総合計60射27中 敗退
女子個人 成田美幸8射6中 予選通過、 準決勝 4射2中 総合計12射8中 敗退

＜バレーボール＞ ５／３１～６／３ 北上市 北上総合体育館

女子 １回戦 花巻農業 ０－② 盛岡第三

＜バドミントン＞ ５／３１～６／３ 花巻市 花巻市総合体育館

男子団体 ２回戦 花巻農業 ③－１ 黒沢尻北
３回戦 花巻農業 １－③ 釜石 （ベスト１６）

女子団体 １回戦 花巻農業 １－③ 西和賀
女子ダブルス １回戦 大野月雪美・阿部 楓果 ０－② 盛岡市立



＜ハンドボール＞ ５／２５～２７ 花巻市 花巻市総合体育館

男子 1回戦 花巻農業 ２１（７－２３、１４－１３）３６ 花巻南

＜ソフトテニス＞ ６／１～６／３ 北上市 和賀川グリーンパークテニスコート

男子団体 １回戦 花巻農業 ③－０ 大迫
２回戦 花巻農業 ②－０ 専修大学北上
３回戦 花巻農業 ０－② 盛岡工業 （ベスト１６）

男子個人 ２回戦 渡邉 絢太・栁原 海翔 ２－④ 福岡
菊池 大樹・髙橋 稔樹 １－④ 盛岡第三
菊池 春斗・菊池 雅人 ３－④ 岩手

女子団体 １回戦 花巻農業 １－② 葛巻

＜卓球＞ ６／１～６／３ 一関市 一関市総合体育館

男子団体 １回戦 花巻農業 ③－１ 軽米
２回戦 花巻農業 ２－③ 水沢工業

男子シングルス １回戦 浅沼 光 １－③ 専修大学北上
渡邉 拓 １－③ 一関第二
平野 諄 ③－０ 盛岡市立

２回戦 平野 諄 ③－１ 高田
岩渕 詩音 ③－１ 盛岡中央

３回戦 平野 諄 １－③ 専修大学北上
岩渕 詩音 ０－③ 専修大学北上

男子ダブルス １回戦 川村 航平・佐々木麗斗 ０－③ 盛岡市立
２回戦 岩渕 詩音・平野 諄 ③－０ 花北青雲
３回戦 岩渕 詩音・平野 諄 ③－０ 盛岡第四
準々決勝 岩渕 詩音・平野 諄 ２－③ 専修大学北上 （ベスト８）

女子団体 ２回戦 花巻農業 ③－１ 釜石
３回戦 花巻農業 ③－１ 盛岡第四
準々決勝 花巻農業 ０－③ 専修大学北上 （ベスト８）

女子シングルス １回戦 浅沼 有希 ０－③ 盛岡第四
阿部 結加 ０－③ 黒沢尻北
古舘佑圭子 ③－１ 岩谷堂
小原 綾音 ③－１ 盛岡市立

２回戦 古舘佑圭子 １－③ 宮古商業
小原 綾音 ③－０ 一関第二

３回戦 小原 綾音 ０－③ 大野
女子ダブルス １回戦 浅沼 有希・八重樫千咲 ０－③ 盛岡市立

２回戦 古舘佑圭子・小原 綾音 ③－２ 盛岡市立
準々決勝 古舘佑圭子・小原 綾音 １－③ 水沢 （ベスト８）

＜硬式野球＞
◇第６５回春季東北地区高等学校野球岩手県大会花巻地区予選 4/30～5/8 花巻市 花巻球場

１回戦 花巻農業 １３－ １ 遠野緑峰（6回コールド）
代表決定戦 花巻農業 ３－１３ 花巻東 （6回コールド）
第３代表決定戦 花巻農業 １－ ０ 遠野

◇第６５回春季東北地区高等学校野球岩手県大会 5/18～5/27 金ケ崎町 森山総合公園野球場
１回戦 花巻農業 ２－１１ 盛岡大学附属（7回コールド）

＜視聴覚委員会＞

◇第４１回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会兼第６５回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト岩手県大会
６／４～６／５ 盛岡市 プラザおでって
テレビドキュメント部門 優良賞（全国大会出場決定）→7/23～26 ＮＨＫホール（東京）
朗読部門 菅原 由衣（予選敗退）
アナウンス部門 佐藤 純江（予選敗退）

◇全国高総文祭放送部門大会 ビデオメッセージ部門 8/9、10 長野県岡谷市カノラホール


