
４，５，６月の大会 ７，８月の大会 ９，１０，１１月の大会 １２，１，２，３月の大会

1 卓球

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
男子 学校対抗
１回戦 対高田高校 １－３

女子 学校対抗
１回戦 対盛岡南高校 ３－０
２回戦 対大野高校 ０－３

●平成24年度高等学校新人大会卓球競技花巻地区予選
男子 学校対抗 予選通過

個人ｼﾝｸﾞﾙｽ予選通過 1A 白藤 周平

女子 学校対抗 予選通過

2 バドミントン

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
男子
学校対抗 準優勝
個人ダブルス ベスト８ 筑後和・藤根侑也

山本翔之・小原聖胡
ベスト４ 佐々木大樹・鎌田哲也

個人シングルス 準優勝 筑後和（インターハイ出場）
ベスト８ 佐々木大樹

小原聖胡
山本翔之

女子
学校対抗 ３位
個人入賞なし

●種目別選手権大会
男子ダブルス 小原聖胡・藤根侑也（準優勝）

筑後和・山本翔之（ベスト４）
男子シングルス 筑後和（準優勝）

小原聖胡（ベスト４）
山本翔之（ベスト８）
佐々木大樹（ベスト８）

女子シングルス 谷地桜子（ベスト８）

●インターハイ（福井）
男子シングルス 筑後和（２回戦進出）

●ミニ国体
筑後和 出場（代表決定戦進出）

●花巻地区予選
男子団体 優勝
女子団体 優勝
男子ダブルス 小原聖胡・藤根侑也（県大会推薦出場）

筑後和・山本翔之（ 〃 ）
藤原徹・千葉涼弥（優勝・予選通過）
大原健太・小野寺将吾（３位・予選通過）

男子シングルス 筑後和・山本翔之・小原聖胡（推薦）
藤根侑也（優勝・予選通過）
大原健太（準優勝・予選通過）
藤原徹（３位・予選通過）
千葉涼弥（４位・予選通過）

女子ダブルス 山口星奈・森田奈々（優勝・予選通過）
菊池美奈都・古川美波（準優勝・予選通過）
谷地桜子・久保田知夏（３位・予選通過）
木村綾乃・渡邉百香（４位・予選通過）

女子シングルス 谷地桜子（県大会推薦出場）
菊池美奈都（優勝・予選通過）
久保田知夏（準優勝・予選通過）
山口星奈（３位・予選通過）
森田奈々（５位・予選通過）

3 バレーボール

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技
男子

第１試合 花北青雲高校 対 専大北上高校
第１セット ２２ -２５
第２セット ２５ -１５
第３セット ２５ -１７
セットカウント ２ -１
第２試合 花北青雲高校 対 盛岡中央高校
第１セット ２１-２５
第２セット １７-２５
セットカウント ０ -２

ベスト３２
女子
第1試合 花北青雲高校 対 水沢工業高校

２－０ （1set ２５－４ 2set ２５－５）
第2試合 花北青雲高校 対 千厩高校

０－２ （1set １５－２５ 2set １８－２５）

●第６５回全日本バレーボール高等学校選手権大会花巻地
区予選会
男子

第１試合 花北青雲高校 対 花巻北
第１セット １８ 対 ２５
第２セット １９ 対 ２５
セットカウント ０ 対 ２
第２試合 花北青雲高校 対 遠野
第１セット ２１ 対 ２５
第２セット ２２ 対 ２５
セットカウント ０ 対 ２
第３試合 花北青雲高校 対 紫波総合
第１セット ２５ 対 １５
第２セット ２１ 対 ２５
第３セット ２３ 対 ２５
セットカウント １ 対 ２
第４試合 花北青雲高校 対 花巻東
第１セット ６ 対 ２５
第２セット １２ 対 ２５
セットカウント ０ 対 ２

県大会出場ならず

女子
予選リーグ

花北青雲 ０－２ 花巻南
花北青雲 ０－２ 遠野
花北青雲 ２－０ 遠野緑峰

決勝トーナメント
１回戦 花北青雲 ２－１ 花巻東
２回戦 花北青雲 ０－２ 遠野
第３代表決定戦 花北青雲 ２－０ 花巻北

平成24年度 部活動 大会結果等



4 柔道

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技
団体戦
男子団体 青雲 ３－２ 葛巻

不来方４－０ 青雲 予選リーグ敗退
女子団体 青雲 ０－３ 高田 １回戦敗退
個人戦
男子７３ｋｇ級

中畑省吾（青雲）○－×福田 郁（盛四）
中畑省吾（青雲）○－×石山健太（岩手）
中畑省吾（青雲）○－×柳田洋介（盛北）
中畑省吾（青雲）×－○山崎克拓（宮工）

４回戦敗退 ベスト８
男子８１ｋｇ級

三浦丈幸（青雲）○－×樋口将太（福岡）
三浦丈幸（青雲）×－○林崎優也（中央）

２回戦敗退
菅原陽斗（青雲）×－○本山剣也（中央）

1回戦敗退
女子５２kg級

三浦天美（青雲）×－○平田紗菜（大船渡）
１回戦敗退

女子５７kg級
岩間沙希（青雲）×－○杉本明日香（盛南）

１回戦敗退
髙橋美帆（青雲）×－○佐藤 光（黒北）

１回戦敗退
菊地若菜（青雲）○－×藤井 奏（花農）
菊地若菜（青雲）×－○大向奈々（久慈）

２回戦敗退 ベスト１６

5 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
一回戦 対 盛岡市立 ５－２
二回戦 対 大船渡 １１－６
三回戦 対 花巻東 ０－１４
ベスト８

高校女子大会花巻地区予選
予選リーグ
一回戦 対 花巻農業 ２－１１
敗者復活戦
一回戦 対 遠野 ６－１２

新人大会花巻地区予選
予選リーグ
一回戦 対 花巻南 ７－ １（タイブレーク9回）
二回戦 対 花巻農業 １１－ ６
決勝トーナメント
一回戦 対 花巻北 ０－ ３
岩手県高等学校新人大会
一回戦 対 北上湘南 ０－７

6 野球

第59回春季東北地区高等学校野球岩手県大会花巻地区予選
２回戦
花北青雲０００００００２０｜２
大 迫００３０００００Ｘ｜３

第94回全国高等学校野球選手権岩手大会
２回戦
花北青雲０００１４００００｜５
岩 手０００００００００｜０
３回戦
久 慈１１０１００００１００００００｜４
花北青雲００１００１０２０００００００｜４
再試合
久 慈００００００１１１｜３
花北青雲１０００５０００Ｘ｜６
４回戦
大 槌０００１０３００１｜５
花北青雲００００００１００｜１

第65回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会花巻地区予
選
２回戦
遠 野０００００００００｜０
花北青雲００００１０１０Ｘ｜２
代表決定戦
花北青雲０００００００｜０
花 巻 東 ３２０２００Ｘ｜７
敗者復活準決勝
花北青雲００３１００１２２｜９
遠野緑峰００００００２０１｜３
敗者復活第３代表決定戦
遠 野０００００００２０｜２
花北青雲０４０００２００Ｘ｜６
第65回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会
１回戦
花北青雲００１０００１００１｜３
大船渡東０００１００１００００｜２
２回戦
花北青雲０００００００００｜０
一関学院２０００００００Ｘ｜２

7 ソフトテニス

●岩手県ジュニア選抜ソフトテニス選手権大会
女子ダブルス 宇夫方・戸来組 ２回戦 ２－④ 福岡
女子シングルス 宇夫方 １回戦 １－④ 北上翔南
●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
男子 団体戦 一回戦 ③－０ 金ヶ崎

二回戦 ０－③ 久慈工業
個人戦 小野・岩城組 1回戦敗退

女子

●平成24年度岩手県高等学校新人大会 地区
大会
男子 団体 Ｂブロック 2勝1敗(予選通過）

個人 小原・冨澤組 杉山・岩城組(予選通
過）

●平成24年度岩手県高等学校新人大会 県大会
男子個人戦 小原良友・冨澤和樹ペア 2回戦敗退

杉山聖樹・岩城一平ペア 2回戦敗退
団体戦 一回戦 青雲 2-1 軽米

二回戦 青雲 1-2 宮古商業 2回戦敗退



8 サッカー

女子
●第18回岩手県女子サッカーリーグ【Aリーグ】
第２節 花北青雲 ０－０（PK１－４） 水沢高校
第４節 花北青雲 ０－１ ゼブラメニーナ
第５節 花北青雲 ３－０ 盛岡ゼブラＬＦＣ
第６節 花北青雲 １－５ 水沢ＵＦＣ

花北青雲 １－３ 不来方高校
男子
●高円宮杯U-１８サッカーリーグ2012i.league【D3】
第１節 花北青雲 ４－１ 花巻南
第３節 花北青雲 ０－３ 黒沢尻北

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
男子 １回戦 花北青雲 ４ － ０ 一関高専

２回戦 花北青雲 ０ － ３ 盛岡北

女子
２回戦 花北青雲 ３－０ 宮古高校
準決勝 花北青雲 ０－２ 水沢高校 （※第３位）

男子
●高円宮杯U-１８サッカーリーグ2012i.league
【D３】
第 ４節 花北青雲 ３－２ 金ヶ崎
第 ５節 花北青雲 ７－１ 岩谷堂
第 ６節 花北青雲 ３－１ 遠野緑峰
第 ７節 花北青雲 ５－２ 水沢UFC
第 ８節 花北青雲 ２－２ 金ヶ崎
第１０節 花北青雲 ８－０ 遠野緑峰

女子
●第18回岩手県女子サッカーリーグ【Aリーグ】
第 ７節 花北青雲 ０－１ 水沢高校
第 ８節 花北青雲 ０－１ 不来方高校
第 ９節 花北青雲 ０－３ ゼブラメニーナ
第１１節 花北青雲 ０－２ 盛岡ゼブラＬＦＣ

男子
●高円宮杯U-１８サッカーリーグ2012i.league【D３】
第１１節 花北青雲 ４－１ 岩谷堂
第１２節 花北青雲 ２－０ 花巻南
第１３節 花北青雲 ２－３ 黒沢尻北
第１４節 花北青雲 － 水沢UFC

女子
●第２５回岩手県女子サッカー選手権
予選リーグ 花北青雲 ６－０ 宮古商業

花北青雲 １－７ 水沢ＵＦＣ
準決勝 花北青雲 ０－５ 盛岡ゼブラ（※第３位）

女子
●第２１回全日本高等学校女子サッカー選手権
１回戦 花北青雲 ８－１ 宮古商業
準決勝 花北青雲 － 水沢高校（１０／６実施）

9 陸上競技

●第６４回岩手県高等学校総合体育大会
男子
砲丸投 ９位 及川勝裕 １０ｍ７６
円盤投 １６位 太田彬仁 ２５ｍ９２
やり投 １６位 太田彬仁 ４２ｍ１９
４×４００ｍＲ 準決勝敗退（千田・小菅・伊藤・菊池）

女子
やり投 １０位 伊藤由紀 ２９ｍ６２

10 吹奏楽

● 平成２４年度全日本吹奏楽コンクール
・中央地区大会 ７月７日（土） 花巻市文

化会館大ホール
結果 高等学校の部 銀賞

・第５０回岩手県大会 ７月２９日（日） 岩
手県民会館大ホール

結果 高等学校の部 銅賞

11 珠算

★平成２４年度岩手県高等学校珠算・電卓競技大会兼第５９回
全国高等学校珠算・電卓競技大会岩手県予選

珠算競技の部
個人総合競技 第４位 小林瑞生（全国大会出場）

電卓競技の部
団体第３位 伊藤美鈴

佐藤義子
高橋大地

12 文芸

13 OA

★県高等学校ワープロ競技大会
団体 第２位
個人 第４位 八重樫晴香

団体 全国大会 東北大会出場

★東北六県高等学校ワープロ競技大会
団体 第3位

全国高等学校ワープロ競技大会
団体 ２３位

14 工学研究同好会
平成２４年度岩手県高等学校ロボット競技全国大会選考会
９校１６チーム参加中 ８位

15 商業研究同好会 岩手県高等学校生徒商業研究発表大会７位

16 生活研究同好会
★第１１回フラワーアレンジメントコンテスト岩
手県予選
金賞（全国大会出場）
３Ｄ鈴木真紘

17

PFSC（Peace
Friendship

Service Club)


