
０花巻北高等学校 大会履歴 ２０１８年度 

01.野球                                                                 

第 70回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技 兼 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 

１回戦  ×花巻北  1 -10花巻東（7C） （５月１日 花巻球場） 

敗者復活１回戦 ○花巻北 13 - 3遠野緑峰(5C) （５月５日 花巻球場） 

代表決定戦 ○花巻北  2 - 0花北青雲  （５月７日 花巻球場） 

 

第 70回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技 兼 第 65回春季東北地区高等学校野球岩手県大会 

１回戦  ○花巻北 10 -  1 久慈  （５月２０日 一関球場） 

２回戦  ○花巻北 10 -  3 高田  （５月２１日 森山球場） 

準々決勝 ×花巻北  8 -  0 盛岡第三 （５月２２日 一関球場） 

 

02.サッカー                                                                

第７０回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技  

２回戦 〇花巻北５－１水沢工業×  （５月２７日釜石市球技場） 

３回戦 ×花巻北２－４盛岡誠桜〇  （５月２７日遠野市国体記念公園サッカー場） 

ベスト１６ 

03.ソフトテニス                                                            

第 70 回岩手県高等学校総合体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技花巻地区予選（4 月 26 日：日居城野ﾃﾆｽｺｰﾄ） 

女子 個人戦 髙橋彩乃②・横澤光咲① 地区大会５位 県大会通過 

        黒沢美智②・横澤朱音③ 地区大会９位 県大会通過 

第 28 回岩手県ｼﾞｭﾆｱ選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会（4 月 30 日～5 月 1 日：和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ） 

男子 ダブルス  小野寺希望②・高橋一貴② ④ －１ 小野鉄郎・小澤優裕（盛岡商業） 

                      ０－ ④  城戸文哉・中野啓之朗（黒沢尻北） 

   シングルス 竹花和将②        不戦勝 佐藤澤（宮古商業） 

                      ０－ ④ 橋本年真（盛岡工業） 

女子 ダブルス  黒沢美智②・横澤朱音③ ④－３ 泉山佳永・藤原美玲亜（盛岡第二） 

                     ０－④ 晴山輝星・冨岡愛樺（盛岡誠桜） 

   シングルス 横澤朱音③ ３－④ 及川千裕（盛岡第二） 

 第 70 回岩手県高等学校総合体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技岩手県大会（6 月 1 日～6 月 3 日：和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ） 

    男子 団体戦 花巻北 １－② 釜石商工 

女子 団体戦 花巻北 ②－１ 千厩 

               １ー② 大船渡 

個人戦 髙橋彩乃②・横澤光咲① ④ー２ 高岡・村田（福岡）２回戦 

                １－④ 前角地・晴山（盛岡誠桜）３回戦 

           黒沢美智②・横澤朱音③ ④－２ 田村・田村（平舘）１回戦 

                       ２－④ 向井・久慈（久慈）２回戦 



04.陸上競技部                                                           

県高総体 5月 24日～27日 北上陸上競技場   

 

 男子  

  3年 堀内 郁哉 5000m     第 5位 15:19.38  

 3年 川村 亮太 5000m競歩 第 2位 23:56.72  

 3年 中村   舜 3000m障害 第 2位 9:29.08  

 

女子  

  3年 三浦 茉友  400m   第 3位  1:01.27  

         400mH 第 2位  1:03.36   

 2年 渡部 希沙  走高跳 第 2位  1m62 

05.ハンドボール                                                           

第 70回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 

平成 30年 5月 25日（金）～27日（日）花巻市総合体育館 

◆男子 

  2回戦 ○花巻北 51（29-7,22-7）14紫波総合× 

 準々決勝 ×花巻北 30（14-15,13-12,延長 3-1,0-3）31盛岡中央○ 

 ※特別敢闘賞 前田憲人(3年 E組) 

◆女子 

  1回戦 ○花巻北 24（10-4,14-5）紫波総合・盛岡スコーレ× 

 準々決勝 ×花巻北 3（3-13,3-14）盛岡白百合学園○ 



06.弓道                                                                 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会弓道競技  

平成３０年５月２５日（金）～２７日（日） 岩手県営武道館弓道場  

 

◆男子団体  

  予選 40射 23中 通過  

  準々決勝 20射 13中 合計 60射 36中 通過  

  準決勝 20射 9中 合計 80射 45中 敗退（ベスト８）  

◆男子個人  

  大坪恒介③ 予選 8射 6中 通過  

        準決勝 4射 2中 合計 12射 8中 敗退  

◆女子団体  

  予選 40射 24中 通過  

  準々決勝 20射 10中 合計 60射 34中 通過  

  準決勝 20射 8中 合計 80射 42中 北上翔南、福岡工業と同中  

  同中競射 1回目 花巻北 3中 北上翔南 2中 福岡工業 3中  

       2回目 花巻北 3中 福岡工業 2中 通過  

  決勝リーグ戦 1回戦 14中－7中 大東 勝ち  

        2回戦 11中-10中 花巻南 勝ち  

        3回戦 11中－11中 福岡 同中  

         同中競射 1回目 花巻北 3中 福岡 3中  

              2回目 花巻北 2中 福岡 4中 負け  

 決勝リーグ戦 2勝 1敗で福岡と同率  

  規定により決勝リーグ戦の総的中数で優勝校を決定  

  総的中数 花巻北 36中 福岡 33中 よって、花巻北の優勝  

◆女子個人  

  民部田風吹③ 予選 8射 7中 通過 準決勝 4射 1中 合計 12射 8中 敗退  

  久保田愛菜③ 予選 8射 6中 通過 準決勝 4射 1中 合計 12射 7中 敗退  

  岩渕瑠衣③ 予選 8射 7中 準決勝 4射 2中 合計 12射 9中 通過  

        決勝 8射 5中 合計 20射 14中 4～6位決定戦へ  

       射詰競射 1回目 的中 5名→4名  

             2回目 的中 4名→3名  

        3名で 4～6位の順位決定となり、遠近競射に切り替え  

       遠近競射により 6位入賞 

07.水泳                                                                



08.バスケットボール                                                          

第７０回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 

平成３０年５月２４日（木）～２７日（日）奥州市総合体育館 

◆男子 

  １回戦 ○花巻北９１（２４-９,２６-４,２５-１１,１６-９）３３紫波総合× 

  ２回戦  〇花巻北１１４（３３-４,２４-１８,２７-１４,３０-１５）５１大船渡× 

   ３回戦 ×花巻北６０（３６-９,３６-１６,２８-２３,３６-１２）１３６一関工業〇 

◆女子 

  ３回戦  〇花巻北９２（３０-１４,２６-１２,２２-１１,１４-４）４１釜石× 

   ４回戦 〇花巻北６０（１５-１３,１０-１８,１５-７,２０-１１）４９一関一× 

準々決勝 ×花巻北５６（２４-１２,１８-１８,３５-１０,１６-１６）９３盛岡白百合学園○ 

ベスト８ 

09.バドミントン                                                          

第７０回岩手県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

◆男子 

【ダブルス（個人）】  

 ￮川村隼一郞・菊池竜矢ペア 

  １回戦 ○ ２－０ 一関第一 

  ２回戦 × ０－２  前沢 

【学校対抗】 

  ２回戦 ○ ３－０ 一関学院 

  ３回戦 × １－３ 千厩   ※ベスト１６ 

◆女子 

【ダブルス（個人）】 

 ￮小田嶋亜美・髙橋茉青ペア 

  １回戦 ○ ２－１ 不来方 

  ２回戦 × １－２ 一関第二 

 ￮藤原朱音・及川楓ペア 

  １回戦 × １－２ 千厩 

【学校対抗】 

  １回戦 ○ ３－０ 不来方 

  ２回戦 × ２－３ 千厩 



10.バレーボール                                                               

第７０回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 

男子 

 １回戦 ×花巻北１（２５－１８，２３－２５，１６－２５）２岩手 

 

女子 

 １回戦 ○花巻北２（２５－８，２５-９）０一戸× 

 ２回戦 ○花巻北２（２５－１６，２３－２５，２５－１２）０千厩・一関工業× 

 ３回戦 ×花巻北０（１７－２５，１９－２５）０一関修紅○ ※ベスト１６ 

11.卓球                                                                 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技花巻地区予選（４月２７日：花巻市民体育館） 

男子   

シングルス 推薦 及川大智③ 

      ６位 古舘雄世② 

ダブルス  推薦 及川③・平賀② 

 

女子   

シングルス ７位 菅谷美翔②  

ダブルス  ４位 土谷③・菅谷②      以上予選通過 

 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技（６月１日～３日：一関市総合体育館） 

 男子学校対抗 １回戦 ○花巻北３ ０久慈× 

        ２回戦 ○花巻北３ ０紫波総合× 

        ３回戦 ○花巻北３ １盛岡市立× 

        ４回戦 ×花巻北１ ３宮古○    ※ベスト１６ 

 女子学校対抗 １回戦 ○花巻北３ １一関修紅× 

        ２回戦 ×花巻北０ ３水沢○ 

 男子シングルス 及川大智③ ３回戦敗退 

         古舘雄世② ３回戦敗退 

 女子シングルス 菅谷美翔② ２回戦敗退 

 男子ダブルス  及川③・平賀② ３回戦敗退（ベスト１６） 

 女子ダブルス  土谷③・菅谷② １回戦敗退 

 



12.柔道                                                               

第４３回花巻市民スポーツ大会柔道競技【花巻市武徳殿】 

男子個人 菊 池 耕 陽③ ３位 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技会 

〔平成 30 年 5 月 26日(土)岩手県営武道館〕 

 男子個人 60kg 級 ２回戦 菊 池 耕 陽③ 〇 - 吉田（高田） 

           ３回戦 菊 池 耕 陽③ 〇 – 阿部（岩谷堂） 

           ４回戦 菊 池 耕 陽③ 〇 – 山本（盛岡一） 

           準々決勝 菊 池 耕 陽③  – 〇 米沢（盛岡南） ベスト８ 

13.剣道                                                               

第４３回花巻市民スポーツ大会剣道競技【４月８日（日）：花巻市総合体育館アネックス】 

男子個人 菅崎 航暉③ 優勝 

      畑山 高慶③ 決勝敗退(第２位) 

      河野  健③ 準決勝敗退(第３位) 

      八重樫 大② 準決勝敗退(第３位) 

      砂子田 凌③ ３回戦敗退(ベスト８) 

      伊藤 央恭① ３回戦敗退(ベスト８) 

      牛崎 文也① ２回戦敗退 

      奥山 誠也① １回戦敗退 

女子個人 菅崎 凪沙③ 優勝 

      吉田 萌花③ 決勝敗退(第２位) 

      山口ひまり① 準決勝敗退(第３位) 

      堀口 沙耶② ３回戦敗退(ベスト８) 

      菅崎  舞② ３回戦敗退(ベスト８) 

      髙橋 由羽① ３回戦敗退(ベスト８) 

      小野寺渉未② ２回戦敗退 

      木村 円香① ２回戦敗退 

 

男子団体 １回戦 〇花巻北Ａ ２－１ 富士大学Ｄ× 

×花巻北Ｂ １－４ 富士大学Ａ〇 

準決勝 ×花巻北Ａ ０－３ 富士大学Ｂ〇 ※第３位 

女子団体 １回戦 〇花巻北Ｂ ４－１ 花巻東  × 

準決勝 〇花巻北Ａ ２－１ 花巻南  × 

×花巻北Ｂ ０－２ 富士大学 〇 ※第３位 

決 勝 ×花巻北Ａ １－３ 富士大学 〇 ※第２位 

 

第５０回岩手県高等学校選抜剣道大会【５月２０日（日）：岩手県営体育館】 

男子団体 １回戦 ○花巻北 － 北上翔南×（次鋒残し） 

      ２回戦 ×花巻北 － 盛岡北 ×（大将残し） 

女子団体 １回戦 ○花巻北 － 水沢  ×（次鋒残し） 



２回戦 ○花巻北 －     × 

準決勝 ○花巻北 － 白百合 ×（代表者戦勝ち） 

決 戦 ×花巻北 － 盛岡南 ○（大将残し） ※準優勝 

 

第４１回北鷗旗争奪剣道大会【５月２７日（日）：宮古市民総合体育館】 

男子個人 菅崎 航暉③ ２回戦敗退 

畑山 高慶③ 優勝 

 

女子個人 吉田 萌花③ １回戦敗退 

菅崎  舞② 準決勝敗退 ※準優勝 

 

男子団体 ２回戦 ◯花巻北Ａ４－０久慈    × 

３回戦 ◯花巻北Ａ３－０江南義塾Ａ × 

準決勝 ×花巻北Ａ１－４盛岡南Ａ  ◯ ※第３位 

１回戦 ◯花巻北Ｂ４－０江南義塾Ｂ × 

      ２回戦 ◯花巻北Ｂ４－０黒沢尻北  × 

      ３回戦 ◯花巻北Ｂ３－２明成Ｂ   × 

      ４回戦 ◯花巻北Ｂ３－２盛岡第一  × 

      準決勝 ◯花巻北Ｂ４－０黒沢尻工業Ａ× 

      決 勝 ◯花巻北Ｂ２－１盛岡南Ａ  × ※優勝 

 

女子団体  ２回戦 ◯花巻北Ａ４－０久慈  × 

      ３回戦 ◯花巻北Ａ３－０盛岡南Ｂ× 

      準決勝 ◯花巻北Ａ１－１宮古  × 

      決 勝 ×花巻北Ａ１－１盛岡南 ◯ ※準優勝 

      １回戦 ×花巻北Ｂ２－３明成Ａ ◯ 

 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技【６月１日－３日：県営武道館】 

男子個人 桐野  亘③ 決勝リーグ第４位 ※第 ３ 位・東北大会出場 

菅崎 航暉③ ５回戦敗退   （ベスト１６） 

      畑山 高慶③ ４回戦敗退 

      河野  健③ 準々決勝敗退   ※ベスト８・東北大会出場 

      八重樫 大② ２回戦敗退 

      奥山 誠也① １回戦敗退 

      伊藤 央恭① ５回戦敗退   （ベスト１６） 

      牛崎 文也① １回戦敗退 

女子個人 菅崎 凪沙③ 決勝リーグ第１位 ※優  勝・インターハイ出場 

      吉田 萌花③ ４回戦敗退 

      菅崎  舞② ４回戦敗退 

      大川 沙月② ５回戦敗退   （ベスト１６） 

      堀口 沙耶② ５回戦敗退   （ベスト１６） 

      小野寺渉未② ３回戦敗退 



      髙橋 由羽① ４回戦敗退 

      山口ひまり① １回戦敗退 

 男子団体 予選リーグ    ○花巻北５－０水沢  × 

               ○花巻北５－０盛岡第三× （予選リーグ第１位） 

      決勝トーナメント ○花巻北５－０遠野  × 

      決勝リーグ    ×花巻北４－０福岡  ○ 

               ×花巻北２－３盛岡第四○ 

               ○花巻北４－０盛岡北 × （決勝リーグ第３位） 

※第３位・東北大会出場 

 

 女子団体 予選リーグ    ○花巻北 － 釜石 ×（棄権） 

               ○花巻北５－０一戸 × （予選リーグ第１位） 

      決勝トーナメント ○花巻北 － 花巻南× 

      決勝リーグ    ○花巻北２－１福岡 × 

               ×花巻北０－５盛岡南○ 

               ○花巻北４－１福岡 × （決勝リーグ第２位） 

※第２位・東北大会出場 

 



14.テニス                                                          

第 39回岩手県ジュニアテニス選手権大会 

18歳以下男子シングルス 

本戦  和田 倖有②  1回戦敗退（ベスト 32） 

18歳位以下男子ダブルス 

本戦 菊池雄大③・大内尚人③ 1回戦敗退（ベスト 16） 

18歳以下女子シングルス 

本戦 外舘  梢③ ６位 東北ジュニアテニス選手権大会出場 

岸  史乃③ 10～12位決定戦 1回戦敗退 ベスト１２ 

菊池  虹① 1回戦敗退（ベスト 16） 

18歳以下女子ダブルス 

本戦 外舘 梢③・岸 史乃③ 1回戦敗退（ベスト８） 

予選 似内 千夏・菊池 虹① 予選決勝敗退（ベスト１６） 

 

第 70回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技 

男子団体 

1回戦 花巻北 ３－０ 盛岡北 

2回戦 花巻北 ０－３ 盛岡第一（ベスト８） 

男子シングルス 

 小原 晴生① １回戦敗退 

 大内 尚人③ １回戦敗退 

 菊池 雄大③ １回戦敗退  

 鈴木 亮太② １回戦敗退   

 和田 倖有② １回戦敗退 

 佐藤 慎悟③ １回戦敗退 

 

男子ダブルス 

 菊池 雄大③・大内 尚人③ ２回戦敗退 ベスト１６ 

 佐藤 慎悟③・小原 晴生① １回戦敗退  

 和田 倖有②・坂本  陽① １回戦敗退 

 

女子団体 

1回戦 花巻北 ０－３ 盛岡第一 

女子シングルス 

 外舘  梢③ 準々決勝敗退 ベスト８ 東北高校選手権出場 

 岸  史乃③ ２回戦敗退  ベスト１６ 

 菊池  虹① ２回線敗退  ベスト１６ 

女子ダブルス 

 外舘  梢③・岸 史乃③  準決勝敗退 ベスト４ 東北高校選手権出場 



15.ソフトボール                                                       

 

16.アーチェリー  

第３１回岩手県高等学校春季アーチェリー競技大会 【４月２８日（土）：雫石総合運動公園陸上競技場】 

女子団体 第２位 

男子団体 第２位 

女子個人 第４位 梅木 李緒③ 

     第５位 川村 美空③ 

     第６位 伊藤 若葉③ 

男子個人 第２位 阿部 魁徒③ 

     第４位 藤原 海陽② 

  

第１回希望郷いわて国体雫石町開催記念大会  【４月２９日（日）：雫石総合運動公園陸上競技場】 

RC部門 少年女子の部 第５位 助川 萌③ 

           第６位 梅木 李緒③ 

    少年男子の部 第３位 阿部 魁徒③ 

           第４位 菊池 響② 

           第６位 照井 一生③ 

 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会アーチェリー競技 

【６月２（土）～３日（日）：雫石総合運動公園陸上競技場】 

女子団体 準優勝 

男子団体 準優勝 

女子個人 第５位 梅木李緒③ 

男子個人 第２位 阿部魁徒③ 

     第５位 藤原海陽② 

 

**.ボクシング  

第７０回盛岡市民体育大会ボクシング競技  【４月２９日（日）：盛岡市民体育館】 

ライト級 柏田優③ ③－０ 向山力③（江南義塾） （第１位） 

 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会ボクシング競技 

【６月１（金）～３日（日）：黒沢尻工業高校】 

ライト級 柏田優③ ２回戦 ③－０ 藤田和真③（水沢工） 

          準決勝 ③－０ 佐々木宗徒③（黒沢尻工） 

          決勝  ③－０ 齊藤海③（黒沢尻工） （第１位） 

学校対抗 花巻北 第４位（１１校中） 



 

17.吹奏楽                                  

 

18.英語                                                              

 

19.文芸                                                              

 

20.合唱                                                             

 

21.美術                                                             

 

22.写真                                                              

 

23.茶道                                                              

 

24.軽音楽                                                             

 

25.囲碁将棋                                                           

 

26.放送                             

 

27.科学                                                              

 


