
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度（４月～６月）部活動特集号 

バ ド ミ ン ト ン 女 子 ,団 体 優 勝 ,吉 村 三 冠  

◎令和元年度岩手県高校総合体育大会結果一覧 

総合開会式 令和元年 5 月 21 日(火)            

前期      5 月 24 日(金)～5 月 26 日（月） 

中心会期   5 月 31 日(金)～6 月  2 日（火） 

 

バドミントン男子 団体戦 ２回戦３－０ 盛大附，３回戦３－０ 北上翔南，４回戦３－０岩谷堂， 

準決勝３－１ 盛岡市立，決勝０－３ 前沢  準優勝 東北大会出場 

     個人戦ダブルス 菅原・川畑  第 4 位 東北大会出場 

砂川・石田，長谷川・瀬川 ﾍﾞｽﾄ 8 

     個人戦シングルス 砂川，長谷川 ﾍﾞｽﾄ 8 

 

バドミントン女子 団体戦 ２回戦３－０ 水沢商, ３回戦３－０ 花巻農, 

 ４回戦３－０ 専大北上，準決勝３－０ 水沢第一,  

決勝３－０ 前沢 優勝 東北大会・インターハイ出場 

     個人戦ダブルス 吉村・佐々木 優勝 東北大会・インターハイ出場 

             柳村・髙橋 第 3 位 東北大会出場 

熊谷・吉田，清水・伊藤 ﾍﾞｽﾄ 8 

個人戦シングルス 吉村 優勝 東北大会・インターハイ出場 

佐々木 準優勝 東北大会・インターハイ出場 

髙橋 第 3 位 東北大会出場  

熊谷 第 4 位 東北大会出場        

 

 

 

 

（岩手日報 2019.6.2 転載） 

社会的に自立し,社会に貢献でき

る力を養うとともに学校生活を通じ

て知と技の創造力を高め,自らの将来

設計に資するよう努める。 

(校歌の一節より) 

岩手県立花北青雲高等学校 

〒028-3172 

岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 11-1825-１ 

TEL 0198-45-3731 FAX 0198-45-3745 

URL http://www2.iwate-ed.jp/hkb-h/ 

ブログ  青雲高校だより 

http://seiundiary.blogspot.com/ 

 

 

 



陸上競技   やり投げ 佐々木 49ｍ00 優勝（県高校新記録）  

東北大会・インターハイ出場 

走高跳    平野 第 6位 東北大会出場 

400ｍ    久保，800ｍ 佐々木，4×400R 準決勝進出 

 

卓球男子  団体戦 ２回戦 ３－０  一関二，３回戦 １－３  軽米 

      個人戦ダブルス  佐藤・小田島 ﾍﾞｽﾄ 8 東北大会出場 

（岩手日報 2019.5.24 転載） 

卓球女子  団体戦 １回戦 ３－０  盛岡中央，２回戦 ３－１  宮古 

３回戦 ３－０ 千厩 

          準々決勝 ０－３  盛岡市立 ﾍﾞｽﾄ 8 

個人戦ダブルス  玉山愛・玉山千 ﾍﾞｽﾄ 8 東北大会出場  

個人戦シングルス 佐藤 第 6 位 東北大会出場 

 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子 １回戦２－１ 水沢，２回戦０－２ 盛岡誠桜 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子 １回戦２－０ 岩泉，２回戦０－２ 一関修紅 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子  団体戦 １回戦 ２－１ 軽米 ，２回戦 ０－２ 花巻南  

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子  団体戦 １回戦 ３－０  沼宮内，２回戦 ０－２  盛岡誠桜 

個人戦 髙橋・鎌田 １回戦０－４ 盛岡農 

サッカー男子 １回戦 ９－０ 岩谷堂，２回戦 １－５ 花巻北 

サッカー女子 １回戦 １－０ 釜石・宮古・宮古商業合同， 

準決勝 0－18 専大北上 第 3位              

ソフトボール １回戦 14-1 宮古商業，２回戦 20-1 宮古，準々決勝 4-6 専大北上 ﾍﾞｽﾄ 8 

柔道男子   個人 73 ㎏級 鎌田 ﾍﾞｽﾄ 8 

 

その他大会の結果 

◎第 66 回春季東北地区高等学校野球岩手県大会 

硬式野球部 １回戦11－4盛岡三(7回ｺｰﾙﾄﾞ)，２回戦 1－15 専大北上(8回ｺｰﾙﾄﾞ) 

◎令和元年度岩手県高等学校ワープロ競技大会 

OA 部 個人 第 5位 及川 東北大会 全国大会出場 

◎第 25 回岩手県高等学校かるた選手権大会 

文芸部 団体戦 第 5位，個人 A級 第 8位 正木 東北大会 全国大会出場 

◎岩手県高等学校珠算・電卓競技大会 

兼第 66 回全国高等学校珠算・電卓競技大会岩手県予選 

珠算部 総合競技団体の部 珠算部門 第 2位，電卓部門 第 2位 

種目別競技 読上算競技(電卓)１位 後藤，読上算競技(電卓)2位 髙橋 

読上算競技(珠算)3位 大﨑 

◎第 31 回岩手県高等学校情報処理競技大会 

団体 第 3位    

個人  第 7位 鎌田 全国大会出場 

◎第 35 回岩手県高等学校簿記コンクール大会 

団体 第 3位    


