
 

 

令和３年度部活動結果報告（県大会以上） 

 

 

01.野球                                                                  

〇第 103回全国高等学校野球選手権岩手大会  

１回戦 花巻北 ７－９ 盛岡工業 

〇第 74回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会 

１回戦 花巻北 ４－２ 大船渡 

２回戦 花巻北 ３－１ 久慈 

※22年ぶりベスト８ 

準々決勝 花巻北 ５―１２ 盛岡大附 

 

 

02.サッカー                                                                

〇第 73回岩手県高校総体サッカー競技 

１回戦 花巻北３(1-0,2-0)０盛岡南 

２回戦 花巻北０(0-1,0-4)５専大北上 

〇高円宮杯 JFAU18サッカーリーグ岩手 2021 

i.LEAGUE Division3-中部 

第１節 花巻北５(3-1,2-0)０花巻南 

第２節 花巻北２５(9-0,16-0)０遠野緑峰 

第４節 花巻北６(3-1,3-0)１岩手 

第５節 花巻北１５(4-0,11-0)０花北青雲 

〇第 100回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会 

１回戦 花巻北７(5-0,2-0)０盛岡農業 

２回戦 花巻北１(0-0,1-1,0-0,0-1)２江南義塾 

〇第 56回岩手県高等学校新人サッカー大会 

２回戦 花巻北０(0-0,0-1)１盛岡誠桜 

〇高円宮杯 JFAU18サッカーリーグ岩手 2021 

i.LEAGUE Division3-中部  優勝 

（来年度 Division2昇格） 

 

 

03.ソフトテニス                                                            

〇第 73回岩手県高校総体ソフトテニス競技 

◆男子 

【団体】 

１回戦 花巻北 １―２ 専大北上 

【個人】 

１回戦 中嶋・小川 ３－４ 黒沢尻工業 

    斉藤・齋藤 １－４ 黒沢尻北 

◆女子 

【団体】 

２回戦 花巻北 １―２ 釜石商工・宮古水産連合 

【個人】 

１回戦 ・石黒結子・菅原麻友 組 ３－４ 高田 

    ・岩渕美涼・高橋和佳 組 ３－４ 盛岡農 

〇第 66回岩手県高等学校新人ソフトテニス大会 

◆男子 

【団体】２回戦 花巻北 １―２ 千厩 

【個人】１回戦 藤原・照井  ４－０ 釜石 

五内川・猫塚 ４－３ 盛岡北 

        佐藤・高橋  ２－４ 盛岡工業 

        高中・及川  ０－４ 岩手 

２回戦 藤原・照井  ２－４ 一関学院 

五内川・猫塚 ０－４ 一関二 

 

 

 

◆女子 

【団体】１回戦 花巻北 ０－３ 前沢 

 

 

04.陸上競技部                                                           

〇第７３回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技 

【男子】 

5000mW １位 佐藤 元 

800m  ４位 齋藤 大 

1500m  ６位 齋藤  大 

走幅跳  ６位 佐藤 璃苑 

【女子】 

 5000mW ２位 鈴木 麻央 

 800m  ５位 佐藤 美優 

 4×400m ５位 鈴木麻央、佐々木愛央、 

須藤優希乃、佐藤美優 

 400m  ６位 佐々木愛央  

〇第７６回東北高等学校陸上競技大会 

【男子】 

800m  予選３組６着  齋藤 大 

1500m  予選２組８着  齋藤  大 

走幅跳 決勝２４位     佐藤 璃苑 

【女子】 

 5000mW 決勝１５位    鈴木 麻央 

  800m  準決勝２組７着 佐藤 美優 

  4×400m 予選２組４着  鈴木麻央、佐々木愛央、

須藤優希乃、佐藤美優 

400m   予選１組５着 佐々木  愛央〇 2021 岩

手県陸上競技選手権大会 

【男子】800m  ６位 齋藤  大 

【女子】400m  ４位 佐々木 愛央 

800m  ６位 藤田 笑夏 

5000m  ６位 田代 陽南多 

国体選考の部 

  少年共通 3000mW  ４位  吉田 寿莉 

７位  八重樫沙也 

〇 第７３回岩手県民体育大会陸上競技 

【男子】800m ５位 宮崎 竜一 

200m ８位 佐々木利久 

国体選考の部 少年 B走幅跳 ２位 佐藤 璃苑 

【女子】300mH  １位 佐藤  美優 

3000mW ５位 吉田 寿莉 

走高跳 ７位 小石川美月 

国体選考の部 少年Ｂ100mYH ７位 寺澤 未來 

〇 第７２回岩手県高等学校新人陸上競技大会 

【男子】800m  ２位 宮崎 竜一 

やり投 ３位 三浦 鉄生 

200m  ５位 佐々木利久 

100m  ６位 佐々木利久 

200m  ６位 石川 康明 

走幅跳  ６位 佐藤 璃苑 

4×400m ８位 石川康明、佐々木利久、 

鎌田航成、宮崎竜一 



 

 

【女子】5000mW ４位 吉田 寿莉 

2000mSC ４位 多田 怜未 

5000mW ６位 八重樫沙也 

1500m  ７位  田代陽南多 

〇 第３３回全国高等学校女子駅伝岩手県予選会 

【女子】６位 

       １区  田代 陽南多、２区 多田 怜未、 

３区 田口 葵依、 ４区 佐藤 美優、 

５区 箱崎 智歩 

 

 

05.ハンドボール                                                       

〇第 73回岩手県高校総体ハンドボール競技 

◆男子 

２回戦 花巻北 ４７（25-3,22-7）１０ 久慈 

３回戦 花巻北 ４３（23-10,20-10）２０盛岡市立 

準決勝 花巻北 ２３（10-5,13-14）１９ 盛岡南 

決勝戦 花巻北 ２０（8-14,12-8）２２ 不来方 

◆女子 

１回戦 花巻北 １１（6-12,5-8）２０ 白百合 

〇第 13回岩手県高等学校秋季ハンドボール大会 

◆男子 準優勝 

３回戦 花巻北 ２５－２１ 盛岡中央 

準決勝 花巻北 ２３－２２ 盛岡第一 

決勝戦 花巻北 ２１－２３ 不来方 

◆女子 ２回戦敗退 

１回戦 花巻北 ２９－２８ 盛岡誠桜 

２回戦 花巻北 １３－２６ 盛岡南 

〇第 65回岩手県高等学校新人ハンドボール大会 

◆男子 準優勝 

１回戦 花巻北 ４８－１７ 花巻農業 

２回戦 花巻北 ３４－１４ 盛岡市立 

準決勝 花巻北 ３０－２８ 盛岡第一 

決勝戦 花巻北 ２３－３４ 不来方 

◆女子 ２回戦敗退 

１回戦 花巻北 ３８－２６ 盛岡誠桜 

２回戦 花巻北 ２４－３１ 盛岡第三 

〇第 45回全国高等学校選抜大会岩手県予選会 

◆男子 準優勝 

予選トーナメント 

   花巻北 ３６－ ３ 盛岡市立 

決勝リーグ 

花巻北 ２４－２８ 盛岡第一 

花巻北 ２２－１６ 盛岡南 

花巻北 ２０－１８ 不来方 

◆女子 予選敗退（第６位） 

予選トーナメント 

 花巻北 １５－２６ 盛岡南 

敗者トーナメント 

 花巻北 １６－１４ 盛岡第二 

花巻北 １１－２４ 盛岡第三 

 

 

06.弓道                                                                 

〇第 63回岩手県弓道選手権大会 

高校男子の部 優勝 澤内晟南（３年） 

〇第 73回岩手県高等学校総合体育大会 

男子団体 予選 不通過（４０射１８中） 

女子団体 優勝 決勝リーグ３戦全勝 

      花巻北 １４中 ― 釜石 ７中 

      花巻北 １４中 ― 水沢１０中 

      花巻北 １６中 ― 岩手女子１２中 

 ※インターハイ出場 

女子個人３位 小原 楓（３年）２０射１６ 

６位 中居彩乃（３年）２０射１５中 

〇令和３年度全国高等学校総合体育大会 

◆女子団体 ベスト１６ 

  決勝トーナメント 

  １回戦 花巻北 １４中 － 飯田女子 １３中 

  ２回戦 花巻北  ７中 － 祐誠 １２中 

〇第 40回全国高等学校選抜弓道大会岩手県予選会 

◆女子団体 優勝 

決勝リーグ 

花巻北 ８中 ― 盛岡農業 ６中 

   花巻北 ８中 ― 大東   ６中 

花巻北 ８中 ― 盛岡商業 ５中 

◆男子団体 ３位 

決勝リーグ 

花巻北 ８中２３ ― 宮古商工 ８中２１ 

   花巻北 ７中   ― 黒沢尻工業 １１中 

花巻北 ５中   ― 一関工業 ６中 

◆男子個人 ３位 石川未來 １２射９中〇× 

〇第 40回東北高等学校弓道選抜大会 

◆女子団体 優勝 

決勝トーナメント  

準々決勝 花巻北 ７中２２ ― 磐城 ６中２０ 

準決勝  花巻北 ８中     ― 盛岡商業 ６中 

決勝   花巻北 ９中  ― 葵 ４中 

〇第 40回全国高等学校選抜大会 

◆女子団体 ベスト３２ 

  決勝トーナメント 

１回戦   花巻北 ４中 － 富山第一 ６中 

〇令和３年度岩手県高等学校新人大会弓道競技 

◆女子団体 ベスト８ 

決勝トーナメント 

準々決勝 花巻北   ６中 － 大船渡 １１中 

◆男子団体 ３位 

決勝トーナメント 

準々決勝 花巻北 １１中 － 大船渡東 ４中 

準決勝  花巻北 １０中 － 不来方 １４中  

◆男子個人 優勝 大友叶太  ８射皆中 

 

 

07.水泳                                                                

〇第 73回岩手県高校総体水泳競技（競泳） 

◆男子 

２００ｍ平泳ぎ 第３位 橋場 心（３年） 

４００ｍ個人メドレー 第７位 橋場 心（３年） 

４００ｍメドレーリレー第５位 瀬川佳晃（１年）

橋場心（３年）白藤楓（１年）佐藤嵩丸（３年） 

４００ｍリレー    第８位 瀬川佳晃・松井梗

輔・鎌田大輝・白藤楓（いずれも１年） 



 

 

※男子総合順位 第９位（参加２７校） 

◆女子 

２００ｍ背泳ぎ 第８位 陣ヶ岡 想（２年） 

２００ｍ平泳ぎ 第６位 佐藤 結（３年） 

※女子総合順位 第１７位（参加２４校） 

〇東北水泳大会 

◆男子 

２００ｍ平泳ぎ 出場 橋場 心 

４００ｍ個人メドレー 出場 橋場 心 

◆女子 

２００ｍ平泳ぎ 出場 陣ヶ岡 想 

２００ｍ平泳ぎ 出場 佐藤 結 

〇岩手県高等学校新人水泳競技大会 

◆男子 

２００ｍ自由形 ６位 白藤 楓 

◆女子 

１００ｍ背泳ぎ ５位 陣ヶ岡 想 

２００ｍ背泳ぎ ５位 陣ヶ岡 想 

 

 

08.バスケットボール                                                          

〇第 73回岩手県高総体バスケットボール競技 

◆男子 

３回戦 花巻北 ６８－ ６１ 水沢一 

４回戦 花巻北 ４１－ ４９ 専大北上 

◆女子 

１回戦 花巻北 ７８－ ９８ 盛岡商 

〇第 74回全国高等学校選手権大会岩手県予選 

◆男子  ベスト１６ 

１回戦 花巻北 ８９－４５ 一戸 

２回戦 花巻北 ６７－９８ 盛岡南 

〇第 67回岩手県高校新人バスケットボール大会 

◆男子 

１回戦 花巻北 １０２－４３ 水沢工 

２回戦 花巻北   ５２－８２ 水沢 

 

 

09.バドミントン                                                          

〇第 73回岩手県高校総体バドミントン競技 

◆男子 

【学校対抗】 

２回戦 〇 花巻北 ３－１ 久慈東 

３回戦 × 花巻北 １－３ 水沢 ベスト１６ 

【ダブルス（個人）】 

 柳田柚輝・蟹澤俊太ペア 

 １回戦 × １－２ 前沢 

【シングルス（個人）】 

 柳田柚輝 

 １回戦 〇 ２－０ 盛岡第四 

 ２回戦 × ０－２ 前沢 

◆女子 

【学校対抗】 

 ２回戦 〇 ３－０ 遠野 

 ３回戦 〇 ３－０ 盛岡第四 

 ４回戦 × ０－３ 前沢   ベスト８ 

【ダブルス（個人）】 

 菊池爽椰・川村真央ペア 

 ２回戦 〇 ２－０ 水沢第一 

 ３回戦 〇 ２－１ 一関第二 

 ４回戦 × ０－２ 盛岡第一  ベスト８ 

 松原ななえ・室岡椋ペア 

 １回戦 〇 ２－１ 一関第二 

 ２回戦 × ０－２ 前沢 

 菊池海輝・菊地絹ペア 

 １回戦 × １－２ 一関第二 

【シングルス個人）】 

 川村真央 

 １回戦 〇 ２－１ 盛岡市立 

 ２回戦 〇 ２－０ 久慈 

 ３回戦 × １－２ 前沢   ベスト１６ 

○第 66回岩手県種目別バドミントン選手権大会 

◆男子 

【ダブルス】蟹澤俊太・杉村優磨 ３回戦敗退 

鈴木劉稀・佐藤佳都 ３回戦敗退 

【シングルス】蟹澤俊太 ３回戦敗退 

        鈴木劉稀 ３回戦敗退 

◆女子 

【ダブルス】川村真央・室岡椋 ３回戦敗退 

       髙橋双葉・菊池絹 ３回戦敗退 

【シングルス】川村真央 ベスト１６ 

        髙橋双葉 ベスト１６ 

○第 40回全日本ジュニア選手権岩手県代表選考会 

◆男子 

【ダブルス】［１次トーナメント］ 

蟹澤俊太・鈴木劉稀 ３回戦敗退 

杉村優磨・佐藤佳都 ２回戦敗退 

【シングルス】［１次トーナメント］ 

蟹澤俊太 ３回戦敗退 

◆女子 

【ダブルス】［２次トーナメント］  

             川村真央・室岡椋 ベスト８ 

［１次トーナメント］ 

             髙橋双葉・菊池絹 ３回戦敗退 

              小原愛央・平賀実里 準々決勝敗退 

【シングルス】［１次トーナメント］ 

             川村真央 準決勝敗退 

             髙橋双葉 準々決勝敗退 

〇第 61回岩手県高等学校新人バドミントン大会 

◆男子【学校対抗】 

２回戦   花巻北 ３－０ 大船渡 

３回戦   花巻北 ３－１ 千厩    

準々決勝  花巻北 ０－３ 専大北上 ベスト８ 

◆女子【学校対抗】 

２回戦   花巻北 ３－０ 西和賀 

３回戦   花巻北 ３－０ 盛岡誠桜 

準々決勝  花巻北 ０－３ 前沢 ベスト８ 

【ダブルス】川村真央・平賀実里 ２回戦敗退 

           小原愛央・増子遥葉 １回戦敗退 

【シングルス】川村真央 ベスト１６ 

〇第 22回岩手県高等学校選抜バドミントン大会 

◆男子【学校対抗】第８位 

決勝トーナメント 



 

 

１回戦 花巻北 ０－３ 前沢 

５位決定トーナメント 

１回戦 花巻北 ２－３ 盛岡第四 

７位決定戦 花巻北 ２－３ 釜石商工   

◆女子【学校対抗】 第５位 

  決勝トーナメント 

  １回戦 花巻北 １－３ 盛岡市立 

  ５位決定トーナメント 

 １回戦 花巻北 ３－１ 千厩 

  ２回戦 花巻北 ３－１ 一関第二 

 

 

10.バレーボール                                                               

〇第 73回岩手県高校総体バレーボール競技 

◆男子 

 ２回戦 花巻北２－０大東 

 ３回戦 花巻北０－２一関修紅（ベスト１６） 

◆女子 

 １回戦 花巻北２－０水沢商業 

 ２回戦 花巻北０－２盛岡市立 

○第７４回全日本高等学校選手権岩手県予選会 

◆男子  ベスト１６ 

  １回戦 花巻北  ２－０  盛岡中央 

  ２回戦 花巻北  ０－２  不来方 

◆女子 

  １回戦 花巻北  ０－２  盛岡南 

○第６９回岩手県高等学校新人バレーボール大会 

◆男子 ベスト１６ 

  ２回戦 花巻北 ２－０ 大東 

  ３回戦 花巻北 １－２ 水沢工業 

◆女子 

  １回戦 花巻北 ２－０ 専大北上 

  ２回戦 花巻北 ０－２ 一関修紅 

 

 

11.卓球                                                                 

〇第 73回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技 

◆男子団体戦 

 １回戦 花巻北 ○３－０  黒沢尻北 

 ２回戦 花巻北  ０－３○ 一関第一 

◆男子個人戦 

 高橋愛飛 順位決定戦敗退  ＊ベスト１６ 

◆女子団体戦 

 ２回戦 花巻北  ０－３○ 水沢 

◆女子個人戦 

 本間 １回戦敗退 

 小菅 １回戦敗退 

 鎌田 ２回戦敗退 

◆女子ダブルス 

 藤舘・本間ペア １回戦敗退 

○2021年岩手県ジュニア卓球選手権大会 

◆男子シングルス  高橋 愛飛 ３回戦敗退 

◆女子シングルス  小菅 由奈 ２回戦敗退 

                  鎌田 和  １回戦敗退 

○第 67回岩手県高等学校新人卓球大会 

◆男子シングルス  中山 湊太 １回戦敗退 

                  高橋 愛飛  ベスト１６ 

◆男子ダブルス  高橋愛飛・中山湊太 ベスト１６ 

◆女子シングルス  鎌田 和  ２回戦敗退 

◆女子ダブルス  小菅由奈・鎌田和 ベスト１６ 

○第７４回東京卓球選手権大会県予選会 

◆男子ジュニアの部 

 シングルス 高橋 愛飛 ベスト１６ 

◆女子ジュニアの部 

  シングルス 鎌田 和 ベスト１６ 

○第４９回全国高校選抜大会（個人戦）岩手県予選 

◆男子シングルス  高橋 愛飛 第３位 

◆女子シングルス  鎌田 和  ベスト１６ 

 

 

12.柔道                                                               

〇第 73回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技 

◆男子団体試合 

 1回戦 花巻北 ４―０ 久慈工業 

 ２回戦 花巻北 ０―５ 盛岡南 ＊ベスト１６ 

◆男子個人試合 

 ６０ｋｇ級 菅原隼勢  ＊ベスト８ 

 ６６ｋｇ級 奧冨広将  ＊ベスト１６ 

       古川 弦  １回戦敗退 

 ８１ｋｇ級 長岡泰順  １回戦敗退 

       中島陽斗  ２回戦敗退 

◆女子団体試合 

 １回戦 花巻北 ２―１ 宮古 

 準々決勝 花巻北 ０―３ 盛岡南 ＊ベスト８ 

◆女子個人試合 

 ４８ｋｇ級 大瀧愛梨  １回戦敗退 

 ５２ｋｇ級 湯川笑璃  １回戦敗退 

       佐々木樹璃 １回戦敗退 

       小笠原雅姫 １回戦敗退 

 ５７ｋｇ級 吉田知世  ２回戦敗退 

 ６３ｋｇ級 澤田実穗  ＊第３位 

 ７８ｋｇ超級 髙橋空楽 ＊第３位 

○令和３年度岩手県高等学校新人柔道大会 

◆男子団体 １回戦敗退 

１回戦 花巻北  ２―３  盛岡第一 

 ◆女子団体  ベスト８ 

１回戦 花巻北  不戦勝 江南義塾 

   ２回戦  花巻北  １―２  久慈東 

◆男子個人   ６０ｋｇ級 菅原隼勢 ベスト８ 

             ６６ｋｇ級 奧冨広将 ベスト１６ 

             ７３ｋｇ級 中島陽斗 １回戦敗退 

◆女子個人   ５２ｋｇ級 湯川笑璃 １回戦敗退 

                   佐々木樹璃  ベスト８ 

       ７８ｋｇ超級 髙橋空楽 第２位 

○第４４回全国高等学校柔道選手権大会岩手県大会 

◆男子団体  １回戦 

１回戦 花巻北 △―○ 福岡 

◆女子団体  ベスト８ 

１回戦 花巻北 ２―１ 高田 

２回戦 花巻北 ３―０ 久慈東 

◆男子個人 ６０ｋｇ級 菅原隼勢 第２位 

◆女子個人 ７８ｋｇ超級 髙橋空楽 1回戦敗退 



 

 

○第４４回全国高等学校柔道選手権大会東北大会 

◆男子個人 ６０ｋｇ級 菅原隼勢  1回戦敗退 

 

 

13.剣道                                                               

第７３回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技 

男子団体 予選リーグ ○花巻北５－０盛岡中央× 

            （予選リーグ１位通過） 

決勝トーナメント二回戦 ○花巻北４－１江南× 

     決勝リーグ 〇花巻北４－０盛岡一〇 

           〇花巻北２－０花巻南× 

           〇花巻北代１－1福岡× 

（決勝リーグ第 1位） 

※優勝（東北大会・インターハイ出場） 

女子団体   予選リーグ ○花巻北４－０葛巻× 

            ×花巻北１－４福岡〇 

            （予選リーグ２位敗退） 

男子個人 青木 志光  準優勝 

（東北大会出場・インターハイ出場） 

阿部 玲惟  ベスト８（東北大会出場） 

    佐々木一斗  ベスト８（東北大会出場）  

    菅崎 泰雅  ベスト１６ 

    桐野 光   ベスト１６ 

    八木太洋   ベスト１６ 

那須川侑也  ベスト３２ 

上林蓮    ３回戦敗退 

    伊東悠吏   １回戦敗退 

女子個人 佐藤こころ  ベスト１６ 

    瀬川里海   ベスト３２ 

加賀心和   １回戦敗退 

〇令和３年度全国高等学校総合体育大会 

◆男子団体 第５位（ベスト８） 

 予選リーグ 花巻北 ３－０ 八幡工業 

        花巻北 １－２ 敦賀 

        （予選リーグ１位敗退） 

決勝トーナメント 

 １回戦  花巻北 代１－１ 龍谷富山 

 準々決勝 花巻北  ０－３ 玉島 

◆男子個人 青木志光  １回戦敗退 

〇令和３年度岩手県高等学校新人剣道大会 

◆男子団体 第３位（東北選抜大会出場） 

   決勝トーナメント 

 ２回戦    花巻北 ４－０ 盛岡第三 

  準々決勝 花巻北 ４－０ 一関第一 

  準決勝  花巻北 ２－３ 盛岡南 

 ◆女子団体 第３位（東北選抜大会出場） 

  決勝トーナメント 

 ２回戦  花巻北 ２－０ 福岡 

 準々決勝 花巻北 ２－２ 盛岡第四 

 準決勝  花巻北 ０－３ 盛岡第一 

 ◆男子個人 八木 太洋  ベスト４ 

        桐野  光 ２回戦敗退 

        吉田祥太郎 ３回戦敗退 

       菅崎 大道 １回戦敗退 

 ◆女子個人 加賀 心和 ３回戦敗退 

        佐藤こころ ２回戦敗退 

14.テニス                                                          

〇岩手県ジュニアテニス選手権大会 

U18男子シングルス 小田翔大  第３位 

           大沼航大  第７位 

            古屋敷泰一 第 10位 

 U18男子ダブルス    小田翔大・吉田（盛四）2位 

          大沼航大・古屋敷泰一ベスト８ 

 U18女子シングルス 

          第２位  藤井菜名（東北大会出場） 

        第３位 小寺杏菜（東北大会出場） 

        第３位 佐久間柚希（東北大会出場） 

        第 10位 吉田ひなた 

        ベスト 16 三嶋里奈 

       ベスト 16 川村虹奈 

 U18女子ダブルス 

第１位 小寺杏菜・藤井菜名（東北大会出場） 

   第２位 佐久間柚希・三嶋里奈（東北大会出場） 

   ベスト 12 髙橋柚衣・川村虹奈 

〇第 73回岩手県高校総体テニス競技 

男子団体戦  ２回戦  ２―１ 盛岡第三 

        準決勝  ２―１ 盛岡第一 

        決勝戦  ０―２ 岩手（準優勝） 

 男子個人シングルス 第３位  小田翔大 

           ベスト 16 大沼航大 

           ベスト 32 古屋敷泰一 

           1回戦敗退 高橋秀彰 

           1回戦敗退 畠山慶士  

 男子ダブルス ベスト 16 小田 翔大・大沼 航大 

        ベスト 20 高橋秀彰・古屋敷泰一 

 女子団体戦   ２回戦  ３―０ 水沢第一  

         準決勝  ２―０ 盛岡第三 

         決勝   ０―２ 盛岡第四 

 準優勝 

 女子個人シングルス   第３位  藤井 菜名 

            ベスト８ 小寺 杏菜 

            ベスト８ 佐久間柚希 

            ベスト 24 吉田ひなた 

            ベスト 24 三嶋 里奈 

            ベスト 24 川村 虹奈 

 女子個人ダブルス 第３位 小寺杏菜 ・藤井菜名 

          第３位 佐久間柚希・三嶋里奈 

〇2021岩手県国体選手選考会 

◆少年男子  ６位 小田 翔大 

◆少年女子  ３位 藤井 菜名 

       ４位 小寺 杏菜 

       ７位 佐久間柚希 

〇岩手県民テニス大会 

◆少年男子  古屋敷泰一 ベスト８ 

〇東北ジュニアテニス選手権大会 

◆U18男子シングルス 

  小田翔大  本戦一回戦敗退 

  大沼航大  予選敗退 

  古屋敷泰一 予選敗退 

 ◆Ｕ１８男子ダブルス 

 小田翔大・吉田（盛四） ３位 

 ◆Ｕ１８女子シングルス 



 

 

  藤井 菜名 ３位（全日本ジュニア出場権獲得） 

  佐久間柚希 ベスト８ 

  小寺 杏菜 ベスト１６ 

  吉田ひなた 予選決勝敗退 

 ◆Ｕ１８女子ダブルス 

  小寺杏菜・藤井菜名  ベスト８ 

   佐久間柚希・三嶋里奈 ベスト１６ 

〇２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 

◆Ｕ１８女子シングルス  藤井菜名  初戦敗退 

〇NHK杯ジュニアテニストーナメント 

 ◆Ｕ１８男子シングルス 古屋敷泰一 ベスト１２ 

◆Ｕ１８女子シングルス 藤井菜名  ２位    

〇東北選抜ジュニアテニス大会 

◆Ｕ１８女子 藤井菜名 ベスト８ 

〇第 53回岩手県高等学校新人テニス大会 

 ◆男子団体 

１回戦      花巻北 １－４ 盛岡第一 

  順位決定戦１回戦 花巻北 ２－３ 盛岡工業 

◆女子団体  ５位 

１回戦      花巻北 ２－３ 盛岡北 

  順位決定戦１回戦 花巻北 ３－１  盛岡白百合 

  順位決定戦２回戦 花巻北  ２－３  盛岡第三 

◆男子シングルス 古屋敷泰一 ベスト１６ 

         小原 颯斗 １回戦敗退 

◆男子ダブルス 古屋敷泰一・浅沼拓哉 １回戦敗退 

◆女子シングルス 藤井菜名 ２位 

◆女子ダブルス 藤井菜名・近江穂乃花 ベスト８ 

〇第２９回東北春季ジュニアテニス岩手県予選会 

◆男子シングルス 古屋敷泰一 ベスト１２ 

◆女子シングルス 藤井菜名 ２位 

〇２０２１年度岩手県ジュニアダブルス選手権大会 

◆男子ダブルス 古屋敷泰一・浅沼拓哉 ベスト１６ 

◆女子ダブルス 藤井菜名・佐々木（盛四） 優勝 

〇第３７回東北インドアテニス選手権大会   

◆女子ダブルス 藤井菜名・佐々木（盛四） 準優勝 

 

 

15.アーチェリー  

〇第 73回岩手県高等学校総合体育大会 

男子団体 第 2位 

佐藤凜宮 梅木万駆 髙橋斗和 茨島孝紀 

  男子個人 第 2 位  佐藤凜宮※インターハイ出場

     第 6位  梅木万駆 

女子団体 第 2位 小林美玖 菊池紗楽 

 及川夏歩  加藤奈々子  

女子個人 第 5位 小林美玖※インターハイ出場 

〇第 4 回 希望郷いわて国体雫石町開催記念大会

 男子個人 第 3位  佐藤凜宮 

         第 5位 梅木万駆 

    女子個人 第 4位  小林美玖 

〇令和３年度全国高等学校総合体育大会 

◆男子個人 102位 佐藤凜宮 

◆女子個人  79位 小林美玖 

〇岩手県高校新人大会 

◆男子個人 ２位 茨島孝紀 

◆女子団体 ２位 佐藤和奏・伊東葉月・織田いろは 

〇岩手県高校室内アーチェリー競技 

◆男子個人 ３位 茨島孝紀 

◆女子団体 ２位 永田美桜・佐藤和奏・織田いろは 

◆女子個人 ４位 永田美桜 

       ５位 佐藤和奏 

６位 織田いろは 

〇東北高等学校アーチェリー選抜大会 

◆女子団体 ８位 

 

 

16.吹奏楽                                                              

〇第５９回岩手県吹奏楽コンクール 高校の部 金賞 

〇第４２回岩手県アンサンブルコンテスト 

◆打楽器三重奏  金賞 

◆金管八重奏   金賞 

◆フルート三重奏 銅賞 

 

 

17.英語                                                               

〇2021年度岩手県高等学校英語スピーチコンテスト 

 牛﨑理子、渡辺春那 参加 

〇岩手県 Kenji Cup英語ディベート大会 参加 

 

 

18.文芸                                

〇第 45回全国高等学校総合文化祭（紀の国わかやま

総文 2021）参加  八重樫 怜（２年） 

〇第 44回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門 

【文芸誌部門】 優良賞 『花北文学』64号 

【小説部門】  優良賞  多田沙佑 

         入選   髙橋明日香 

【児童文学部門】最優秀賞 八重樫怜 

         優秀賞  髙橋明日香 

         優良賞  川村奈々 

【詩部門】   優秀賞  伊藤茜 

【短歌部門】  最優秀賞 八重樫怜 

         入選   曽原晴 

佐藤颯太  

【俳句部門】  優秀賞  藤倉永怜 

         入選   川村奈々 

八重樫怜 

盛合静穂 

佐藤颯太 

【随筆部門】  入選   曽原晴 

藤倉永怜 

〇第 46回全国高総文祭（東京総文 2022）派遣予定 

【短歌部門】 八重樫怜 

〇第 36回全国高等学校文芸コンクール 

【文芸誌部門】優良賞『花北文学』64号 

【俳句部門】 優良賞 佐々木愛実 

〇第２回富士正晴全国高校生文学賞 

奨励賞 髙橋明日香 

 

 

19.合唱                                                               

〇第７３回全日本合唱コンクール岩手県大会 



 

 

 優良賞・審査員特別賞 

〇第３１回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト 

銀賞 

〇第４０回岩手県高校合唱祭 参加 

〇遠野ミュージックフェスタ２０２１ 参加 

〇米国ホストタウン横連携企画リレーソング動画 

制作 

 

 

20.美術                                                               

〇第 44回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展 

 【絵画】  入選  鎌田真緒  熊谷歩 

佐々木廉  海老名ぐん 

佐藤優花  小林由依 

金田唯華  佐々木美冴 

髙橋有佳 

 【デザイン】入選  高橋佳奈  宇夫方爽帆 

藤原陽   玉山陽向 

菅原悠那  藤田若葉 

〇第 73回全国植樹祭ポスター岩手県コンクール 

 【高等学校】優秀賞 藤田若葉 

〇「いわて家庭の日」絵画・ポスターコンクール 

 【生徒の部】優秀賞 藤田若葉 

 

 

21.写真                                                              

〇第 45回全国高等学校総合文化祭（紀の国わかやま

総文 2021）参加  高橋柊里（３年） 

〇令和３年度 第 12回夏季写真コンテスト  

特賞（全国推薦候補） 佐藤静香（２年） 

〇第 44回岩手県高等学校総合文化祭写真部門 

最優秀賞 田村  菜々花（５位全国推薦候補） 

優秀賞  大家 虹輝    佐藤 静香 

      宮澤 和香葉 

優良賞  田村 菜々花 

入選   吉田 快   中村 佳音 

〇令和３年度 スライドフォトコンテスト 

佳作   中村 佳音 

 

 

23.軽音楽                                                             

〇第 44回岩手県高等学校総合文化祭軽音楽発表会 

優秀賞 Jam Stream 

塚澤太一、田村蓮、五内川裕 

優秀賞 √licht（ルートリヒト） 

    伊藤心花、白藤航矢、伊藤杏菜、村松愛恵、 

佐藤倖 

 

 

24.囲碁将棋                                                             

〇第 45回岩手県高等学校将棋大会出場 

〇第 45回岩手県高等学校将棋新人大会出場 

 

 

 

 

25.放送                             

〇第 45回全国高等学校総合文化祭（紀の国わかやま

総文 2021）参加  谷藤百香（３年） 

渡邉愛香（３年） 

〇第 68 回ＮＨＫ杯全国高等学校放送コンテスト岩

手県大会 

創作ラジオドラマ部門 最優秀賞 ※全国大会参加 

朗読部門 優秀賞 谷藤百香（３年）※全国大会参加 

朗読部門 優良賞 渡邉愛香（３年）※全国大会参加 

〇令和 3年度高校生交通安全テレビＣＭコンテスト 

 優秀賞  

『青春するならまずは交通ルールから！』 

  放送部 Ａチーム 

 『スマホじゃなくて現実を見よう』 

放送部 Ｂチーム 

 『高校生と高齢者が歩くスピードの差を知ろう。』 

放送部 Ｃチーム 

〇第 44回岩手県高等学校総合文化祭放送部門 

【アナウンス部門】 

 優良賞 齊藤 鈴 (東北大会進出) 

【朗読部門】 

 優良賞 安部 萌香(東北大会進出) 

【ビデオメッセージ部門】 

 優良賞 『伝える～楽しみの先に～』 

【テレビキャンペーン部門】 

 優秀賞 『燈』 (東北大会進出) 

 

 

その他 スキー                 

〇岩手県高校総体 

◆女子 

 スラローム       ５位 平野菜々華 

ジャイアントスラローム ６位 平野菜々華 

〇全国高校総体 

◆女子 

スラローム       出場 平野菜々華 

ジャイアントスラローム 出場 平野菜々華 

 

 

その他 コンクール               

〇第 68国際理解・国際協力のための高校生の主張 

特賞（文部科学大臣賞） 齊藤 鈴 

 ※令和３年度岩手県はばたき賞受賞 


