
花巻北高等学校 大会履歴 ２０１７年度 

01.野球                                                                 

第 99回全国高等学校野球選手権岩手大会 

 １回戦 花巻北 7-5 宮古商業 

 ２回戦 花巻北 11-1（5 回 C） 盛岡第一 

 ３回戦 花巻北 1-5 大船渡東   ベスト 16 

02.サッカー                                                                

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 

１回戦 ○花巻北 ２－１ 千厩× 

２回戦 ×花巻北 １－３ 大船渡○ 

平成２９年度第９６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８－３釜石商工× 

２回戦 ×花巻北０－４花巻東○ 

第５２回岩手県高等学校新人サッカー大会 男子の部 

1 回戦  ○花巻北３－０岩手× 

２回戦 ○花巻北２－０一関一× 

３回戦 ×花巻北０－４盛岡北○ 

第２種 ｉLeague プレーオフ 

    ○花巻北６－１久慈東× 

 

03.ソフトテニス                                                            

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 

男子 団体戦 １回戦  ×花巻北 １－２ 高 田○ 

 個人戦  

千葉徳太③・小原宏太③ ２回戦  ○４－２ 佐々木・松 下（釜 石） 

            ３回戦  ○４－２ 大 鳥・熊 谷（盛岡工） 

           準々決勝  ×３－４ 藤 井・ 泉 （岩 手） ベスト１６ 

       東北大会代表決定戦 ×３－４ 山 﨑・高 橋（宮古商） 

髙橋翔紀②・菅原直人③ 

            １回戦  ×１－４ 百 濟・上 平（岩 手） 

 

女子 団体戦 １回戦  ×花巻北 １－２ 盛岡第三○ 

個人戦 尾美奏子③・菅原理子③ １－４ 古里・内田（福岡） 

       前田南③・横澤朱音②  ２－４ 朝倉・藤原（盛岡第二） 

       小原優奈③・菅原瑞希③ ３－４ 伊藤・晴山（盛岡北） 

    髙橋彩乃①・小原愛花① ０－４ 石杜・河内（不来方） 

 

 



第２７回岩手県ジュニア選抜ソフトテニス選手権大会 

男子   千葉徳太③・小原宏太③ ３－４ 山崎・高橋（宮古商業） 

     中島丈硫③・廣田洸哉③ ０－４ 津田・東（高田） 

     髙橋翔紀②・菅原直人③ ４－１ 千葉・及川（岩谷堂） 

                 ０－４ 宮澤・阿部（岩手） 

女子   尾美奏子③・菅原理子③ ３－４ 村口・菊池（黒沢尻北） 

     前田南③・横澤朱音②  ４－３ 佐藤・三輪（盛岡第三） 

                 ０－４ 千田・柳村（北上翔南） 

     小原優奈③・菅原瑞希③ ３－４ 工藤・兎澤（久慈） 

 

平成２９年度第６２回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技 

男子 個人戦 髙橋翔紀②・瀬川祏生① １回戦 ×０－４ 藤原・菊池（千厩） 

男子 団体戦 １回戦  ○花巻北 ３－０ 釜石商工 

       ２回戦  ×花巻北 １－２ 宮  古 

女子 個人戦 黒沢美智①・横澤朱音② ④－１  菅野・及川（岩谷堂） 

                   ０－④  小山・齋藤（一関二） 

   団体戦 １回戦  ○花巻北 ３－０ 大槌 

２回戦  ×花巻北 ０－２ 釜石商工 

 

04.陸上競技部                                                           

平成２９年度 第６９回岩手県高等学校総合体育大会 陸上競技 

男子 柴田  葉③ ５０００ｍ競歩 第２位 東北大会出場 

  川村 亮太② ５０００ｍ競歩 第４位 東北大会出場 

女子 佐藤 穂乃佳③ １００ｍＨ 第３位） 東北大会出場 

  八重樫 茜子③ ２０００ｍ障害 第４位 東北大会出場 

  三浦  茉友② ４００ｍ 第３位 ４００ｍＨ 第２位 東北大会出場 

 

平成２９年度岩手県陸上競技選手権大会 ７月７日～９日 盛岡運動公園陸上競技場 

男子 堀内 郁哉 １００００ｍ  第３位 

女子 佐藤 穂乃佳 １００ｍハードル 第３位 

    三浦 茉友  ４００ｍハードル 第３位 

            

第６９回岩手県民体育大会(国体予選) ７月２２日～２４日 盛岡運動公園陸上競技場 

 男子 川村 亮太 男子５０００ｍ競歩 第 1位 

 女子 三浦 茉友 女子４００ｍハードル 第１位 

          女子４００ｍ 第３位 

    山影 佳成子 女子１００ｍＹハードル 第３位 

 

第４４回 東北総体陸上競技  

 男子 堀内 郁哉 １００００ｍ 第７位 

 



平成２９年度岩手県高等学校新人陸上競技大会  

 男子 堀内 郁哉 ５０００ｍ 第３位 

    川村 亮太 ５０００ｍ競歩 第１位 

    中村 舜  ３０００ｍ障害 第１位 

 女子 三浦 茉友 ４００ｍ 第４位 

          ４００ｍハードル 第１位 

    渡部 希沙 走高跳び 第１位 

 

第２２回東北高等学校新人陸上競技選手権大会 ９月２９日～１０月１日 北上総合運動公園陸上競技場 

 男子 堀内 郁哉 ５０００ｍ 第６位 

 女子 三浦 茉友 ４００ｍハードル 第３位 

 

平成２９年度 岩手県高校駅伝 １０月１９日 公認イーハトーブ花巻ハーフマラソンコース 

 男子 第６位 １区 堀内 郁哉       ２区 川村 亮太 

        ３区 馬場 航太朗      ４区 中村 舜 

        ５区 菊池 真        ６区 三田 明也 

        ７区 菊池 雅紅 

 

第７６回一関・盛岡間駅伝競走大会(日報駅伝) １１月２３日 北上-盛岡間 

 男子 第４位 １区 中村 舜        ２区 菊池 雅紅 

        ３区 菊池 真        ４区 三田 明也 

        ５区 馬場 航太朗      ６区 堀内 郁哉 

 

05.ハンドボール                                                           

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 

      平成２９年６月２日（金）～４日（日）（花巻市総合体育館、花巻市民体育館） 

男子 ２回戦 花巻北 ２９－２６ 盛岡市立 

   ３回戦 花巻北 ２１－２６ 不来方 

女子 １回戦 花巻北 ４１－１  紫波総合・スコーレ 

   ２回戦 花巻北 １４－２１ 花巻南 

 

第１０回岩手県高等学校秋季大会 

男子 １回戦 盛岡中央 ２７(１４- ７、１３-１０)１７ 花巻北高 

敗者戦 盛岡三高 ２０(１２- ６、 ８-１３)１９ 花巻北高 

入替戦 花巻北高 １６( ９- ５、 ７- ９)１４ 盛岡四高 

女子 １回戦 不来方高 ３３(１７- ３、１６- １) ４ 花巻北  

敗者戦 盛岡三高 ２２(１２- ３、１０-１０)１３ 花巻北 

入替戦 盛岡四高 １５( ６- ４、 ９- ２) ６ 花巻北 

 

 

 



平成２９年度 第６１回岩手県高等学校ハンドボール新人大会 

男子２回戦  花巻北  ５３(２７- ２、２６- ４) ６ 盛岡誠桜 

準々決勝  不来方   ３３(１８- ９、１５- ４)１３ 花巻北 ベスト 8 

女子１回戦 盛岡四  ２４(１１- ２、１３- ３) ５ 花巻北 

 

第４１回全国高等学校ハンドボール選抜大会岩手県予選会 

男子 第２代表戦１回戦 花巻北 22(13-12,9-9)21 盛岡商 

第２代表戦２回戦 盛岡中央 28(13-11,15-6)17 花巻北 ベスト 8 

 

06.弓道                                                                 

第 59回岩手県弓道選手権大会 平成２９年４月８日 岩手県営武道館弓道場 

第２部（高校女子の部）第４位 佐賀有希③ 

 

第６９回岩手県高等学校総合体育大会弓道競技 平成２９年５月２６日～２８日 岩手県営武道館 

男子団体 予選 40射 21 中で通過 準々決勝 20射 9 中 累計 60 射 30 中 敗退 ベスト 16 

女子団体 予選 40射 18 中 敗退 

男子個人 小田島太一③ 予選 8射 6中で通過 準決勝 4射皆中 累計 12射 10 中で通過 

決勝 8射 6中 累計 20射 16 中 6 位決定戦に進出 射詰競射 3本目で敗退 第７位 

女子個人 予選通過者なし 

第４０回 県下弓道花巻大会 平成２９年１０月１日 花巻市武徳殿 

女子団体 準優勝 内海らいら① 佐々木翔① 桐田歩美① 

女子個人 第６位 兼平朱里② 第１０位 加藤みちか② 

 

第５５回岩手県高等学校新人大会花巻地区予選会 平成２９年１１月１日 花巻市武徳殿 

男子個人 藤森一真② １２射７中 県大会出場権獲得 

女子個人 岩渕瑠衣② １２射１１中 彌勒地七海② １２射９中 兼平朱里② １２射７中 

     大森彩加② １２射７中 加藤みちか② １２射７中 谷藤梓月① １２射７中 

     いずれも県大会出場権獲得 

第５５回岩手県高等学校新人大会 平成３０年１月１２日～１４日 岩手県営武道館 

女子団体 予選４０射２４中 決勝トーナメント進出 

     決勝トーナメント１回戦 ８－１０不来方 敗退 （ベスト８） 

女子個人 兼平朱里② 予選８射７中 ２～３位決定戦に出場 遠近競射にて敗退 （第４位タイ） 

 

07.水泳                                                                

第 69回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技  

真壁風子(3F) 400m 自由形 6位  

       800m 自由形 4位  

佐藤汰郎(2B) 200m 個人メドレー 7 位  

千田恭子(1B) 100m バタフライ 3位  

           200m バタフライ 4位  



尾﨑日向子(1E)  50m 自由形 4 位  

            100m 自由形 5 位  

女子 400m フリーリレー 6 位 （尾﨑、鈴木文菜(3A)、真壁、千田）  

女子 400m メドレーリレー 5 位（鈴木、千田、尾﨑、真壁）  

女子 800m フリーリレー 5 位 （真壁、鈴木、千田、尾﨑）  

 

◎学校対抗 女子総合 5位 

 

第 55 回岩手県高等学水泳競技新人大会  

佐藤汰郎(2B) 400m 個人メドレー 1 位  

千田恭子(1B) 400m 個人メドレー 2 位  

             100m バタフライ   4 位   

尾﨑日向子(1E)  50m 自由形     4 位 

 

第 25 回東北高等学校新人水泳競技大会  

10 月 20 日(金）～21 日(土) 郡山しんきん開成山プール(福島県郡山市)  

佐藤汰郎(2B) 400m 個人メドレー 17 位  

千田恭子(1B) 400m 個人メドレー 13 位  

             100m バタフライ    9 位   

尾﨑日向子(1E)  50m 自由形     11 位 

08.バスケットボール                                                          

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 

      平成２９年５月２５日（木）～２８日（日）（奥州市総合体育館） 

男子 ３回戦 ×花巻北 ６１－８２  一関第一○ 

女子 ３回戦 ○花巻北 ８７－７３  盛岡第四× 

４回戦 ×花巻北 ３６－１０２ 一関学院○ 

 

第３８回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会兼第７０回全国高等学校バスケットボール選手権大会岩手

県大会予選会（平成２９年１０月２７日～２９日：花巻市総合体育館） 

女子 １回戦 〇花巻北 １０１－５８ 盛岡商業× 

   ２回戦 ×花巻北  ５３－６８ 花巻東 〇  

第６３回岩手県高等学校新人バスケットボール大会  

 平成３０年１月１２日（金）～１４日（日） （一関市総合体育館、大東体育館） 

男子 １回戦 ×花巻北 ７８―９６  一関修紅 

女子 ２回戦 ◯花巻北 ９２―２７  盛岡中央 

   ３回戦 ◯花巻北 ８２―６１  一関一       

   ４回戦 ×花巻北 ３３―６７  一関学院    花巻北ベスト８ 

 

 

 

 



09.バドミントン                                                          

第 69回岩手県高等学校総合体育大会（6月 1日～6月 4日:一関市総合体育館） 

男子団体 1 回戦  ◯花巻北 3-0 盛岡中央☓ 

     2 回戦  ×花巻北 1-3 水沢○ 

女子団体 2 回戦  ◯花巻北 3-1 黒沢尻北☓ 

     3 回戦  ◯花巻北 3-1 水沢☓ 

     準々決勝 ☓花巻北 0-3 北上翔南◯  ※ベスト 8 

女子ダブルス 1 回戦 ○久保田美咲③・小田嶋亜美② 2-0 盛岡誠桜ペア 

       2 回戦 ×久保田美咲③・小田嶋亜美② 0-2 北上翔南ペア 

女子シングルス 1回戦 ○久保田美咲③ 2-1 盛岡中央 

        2 回戦 ○久保田美咲③ 2-0 種市 

        3 回戦 ×久保田美咲③ 0-2 盛岡市立 

 

第５７回岩手県高等学校新人バドミントン大会（平成２９年１１月１日～４日:奥州市総合体育館） 

男子団体 2 回戦  ◯花巻北 3-2 盛岡北☓ 

     3 回戦  ×花巻北 0-3 盛岡市立○ ※ベスト 16 

女子団体 2 回戦  ×花巻北 1-3 水沢第一○ 

女子ダブルス 2 回戦 ○小田嶋亜美②・髙橋茉青① 2-0 盛岡三高ペア 

       3 回戦 ○小田嶋亜美②・髙橋茉青① 2-0 北上翔南ペア 

            4 回戦 ×小田嶋亜美②・髙橋茉青① 0-2 一関第一ペア ※ベスト 8 

               1 回戦 ×菊池宏香②・藤原朱音① 0-2 久慈高ペア 

女子シングルス 2回戦 ○小田嶋亜美② 2-0 盛岡市立 

        3 回戦 ×小田嶋亜美② 0-2 盛岡中央  ※ベスト 16 

 

10.バレーボール                                                               

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 

      平成２９年５月２６日（金）～２９日（月） 

男子 ２回戦 ○花巻北２（２５－２２，２７－２５）０高田× 

   ３回戦 ○花巻北２（２５－２３，２５－２１）０盛岡第四× 

  準々決勝 ×花巻北０（１２－２５，１６－２５）２黒沢尻工業○ ベスト８ 

                                 優秀選手 荒木田 光一 

女子 １回戦 ×花巻北０（１７－２５，６－２５）２一関修紅○ 

 

第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会 岩手県予選会 平成２９年１１月４日（土）～６日（月） 

男子 １回戦 〇花巻北２（２５－１７，２５－１６）０黒沢尻北× 

   ２回戦 〇花巻北２（２５－１５，２５－１９）０花北青雲× 

  準々決勝 ×花巻北０（１３－２５，２１－２５）０黒沢尻工〇  ベスト８ 

                                 優秀選手 荒木田 光一 

女子 １回戦 ×花巻北０（１２－２５，１３－２５）２盛岡市立○ 



 

第６５回岩手県高等学校新人大会 平成３０年１月２６日（金）～２８日（日） 

女子 ２回戦 ○花巻北２（２５－１６、２５－１９）０大船渡東×  

３回戦 ×花巻北０（２０－２５、１７－２５）２花巻東○ 

 

11.卓球                                                                 

第６９回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技 平成２９年６月２日～４日 奥州市総合体育館 

男子 団体戦   １回戦 花北 ×２－３○ 一関工業 

シングルス ２回戦敗退 及川大智 

女子    ２回戦 花北 ○３－０× 黒沢尻北 

      ３回戦 花北 ○３－２× 盛岡第四 

      ４回戦 花北 ×０－３○ 水沢    ベスト８ 

シングルス ベスト８ 田村安貴奈 （東北大会出場）１回戦敗退 大川乃亜 

ダブルス  ２回戦敗退 大川乃亜・田村安貴奈 

 

第７１回東北高等学校卓球選手権大会 平成２９年６月２３日～２５日 鶴岡市小真木原総合体育館 

女子シングルス １回戦 ×０ － ３○ 鶴岡北  

 

 

平成２９年岩手県ジュニア卓球選手権大会兼全日本卓球選手権ジュニアの部２次予選会 奥州市総合体育館 

男子 シングルス ３回戦敗退 及川大智 １回戦敗退 古舘雄世 

 

第６３回岩手県高等学校新人卓球大会 平成２９年１１月３日～５日 一関市総合体育館 

男子 団体戦   １回戦 花北 ○３－０× 盛岡第一 

         ２回戦 花北 ○３－０× 北上翔南 

         ３回戦 花北 ○３－０× 高田 

         ４回戦 花北 ×２－３○ 宮古 ベスト８ 

シングルス ベスト１６（順位決定戦により第１０位）及川大智 

      ２回戦敗退 平賀琉希 

ダブルス  ベスト８ 及川大智・平賀琉希  

 

女子 

団体戦   １回戦 花北×０―３○ 盛岡第三 

 

第４１回東北高等学校選抜卓球大会岩手県予選会 平成２９年１２月１６日、１７日 宮古市民総合体育館 

男子 

予選リーグ  花北 ○３－２× 高田 

       花北 ○３－０× 水沢工業 

       花北 ○３－０× 盛岡市立 

       花北 ○３－１× 宮古   予選１位通過 

決勝リーグ  花北 ×０－３○ 一関工業 



       花北 ○３－１× 花北青雲   １５チーム中２位 （東北選抜卓球大会出場） 

 

平成２９年度全国高等学校選抜卓球大会（個人の部）岩手県予選会 平成３０年１月６日 江刺中央体育館 

男子シングルス 

 及川大智 準優勝 平賀琉希 ４回戦敗退 古舘雄世 中村仁成 ３回戦敗退 

 高谷悠吾 藤田滉也 ２回戦敗退 １回戦敗退 高橋嶺 畠山一輝 

女子シングルス 

 土谷美雪 菅谷美翔 １回戦敗退 

 

第４１回東北高等学校選抜卓球大会 平成３０年１月２６日～２８日 秋田県立体育館 

男子団体 予選リーグ 

花北 ×０－３○ 秋田商業  花北 ×０－３○ 鶴岡東 

花北 ×０－３○ 青森商業  花北 ×０－３○ 古川工業 

花北 ×０－３○ 福島東陵 予選リーグ敗退 

1２.柔道                                                               

第６９回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技 平成 29 年 6 月 2 日～4 日 久慈市民体育館 

 男子団体試合 

  予選リーグ 

   花巻北 0-5 盛岡大学附属 

   花巻北 3-2 水沢工業   リーグ 2 位 

 女子団体試合 

  1 回戦 

   花北黒北合同 3-0 久慈 

  2 回戦 

   花北黒北合同 0-3 盛岡南 

 男子個人試合 

  60kg 級 

   2 回戦 菊池耕陽 〇-   滝村（盛岡市立） 

   3 回戦 菊池耕陽   -〇GS 濱戸（盛岡一） 

  66kg 級 

   2 回戦 今井正彦   -〇  佐々木（盛岡南） 

73kg 級 

   2 回戦 八重樫耕平 〇-   佐藤（岩谷堂） 

   3 回戦 八重樫耕平  -〇  鍛冶屋敷（岩手） 

女子個人試合 

  48kg 級 

   2 回戦 岩槻亜美   -〇GS 中野（久慈東） 

 

第５０回岩手県高等学校１・２年体重別柔道選手権大会 平成 29 年 8 月 26 日 岩手県営武道館 

 2 年男子 60 ㎏級 

   1 回戦 菊池耕陽 〇-  佐々木（一関二） 



   2 回戦 菊池耕陽  -〇 米沢（盛岡南） 

 

第６２回岩手県高等学校新人柔道大会 平成 29 年 10 月 20 日～21 日 北上総合体育館 

 男子 60 ㎏級 

   1 回戦 菊池耕陽 〇-  佐々木（大槌） 

   2 回戦 菊池耕陽  -〇 大平（盛岡一） 

 

13.剣道                                                               

 

第４９回岩手県高等学校選抜剣道大会(５月２１日：岩手県営武道館) 

男子団体 １回戦 ○花巻北（５人残し）－      遠野  × （畑山高慶５人抜き） 

     ２回戦 ○花巻北（５人残し）－      盛岡第一× （畑山高慶１０人抜き） 

     準決勝 ○花巻北（１人残し）－      一戸  × 

     決 勝 ×花巻北      －（１人残し）福岡  ○ 

※準優勝 

 

女子団体 １回戦 ○花巻北（４人残し）－      北上翔南× 

     ２回戦 ○花巻北（４人残し）－      盛岡北 × 

     準決勝 ○花巻北（１人残し）－      白百合 × 

     決 勝 ○花巻北（１人残し）－      宮古  × 

※優勝（８年ぶり３回目） 

 

表彰 １０人抜き 畑山 高慶②   

   優秀選手賞 桐野 亘 ② 

         菅崎 凪沙② 

         木村 朋佳③ 

 

第６９回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技（６月２日－６月４日） 

男子個人 山口 新太③ 優勝（インターハイ、東北大会出場） 

     桐野 亘 ② 決勝トーナメント敗退（ベスト８）（東北大会出場） 

     瀬戸 宏紀③ ４回戦敗退（ベスト３２） 

     柴田 祥吾③ ４回戦敗退（ベスト３２） 

     菅崎 航暉② ４回戦敗退（ベスト３２） 

     照井 彪斗③ ３回戦敗退 

     髙橋 浩基③ ２回戦敗退 

     畑山 高慶② １回戦敗退 

 

女子個人 菅崎 凪沙② 決勝トーナメント敗退（ベスト８）（東北大会出場） 

     阿部 陽葵③ ５回戦敗退（ベスト１６） 

     大川 沙月① ５回戦敗退（ベスト１６） 

     木村 朋佳③ ３回戦敗退 



     菅崎  舞① ３回戦敗退 

     佐々木裕香③ ２回戦敗退 

     塚本 杏奈③ ２回戦敗退 

     髙橋 美優③ ２回戦敗退 

     吉田 萌花② ２回戦敗退 

 

男子団体 予選リーグ    ○花巻北５－０専大北上× 

              ○花巻北５－０盛岡商業× （予選リーグ１位通過） 

     決勝トーナメント ○花巻北５－０岩谷堂 × 

     決勝リーグ    ○花巻北５－０北上翔南× 

              ○花巻北４－１盛岡南 × 

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

 ※準優勝 

 

女子団体 予選リーグ    ○花巻北５－０久慈東 × 

              ○花巻北４－１福岡  × （予選リーグ１位通過） 

     決勝トーナメント ○花巻北３－０盛岡市立× 

     決勝リーグ    ×花巻北１－２白百合 ○ 

              ×花巻北１－２盛岡南 ○ 

              ×花巻北２－３盛岡第一○ （決勝リーグ第４位）  

※第３位 

 

第６３回東北高等学校剣道選手権大会・第４９回東北高等学校女子剣道選手権大会（６月２４日－６月２５日） 

女子団体 予選リーグ ×花巻北１－２酒田東  ○ 

×花巻北１－３小牛田農林○ （予選敗退） 

 

男子団体 予選リーグ ×花巻北１－１安積   ○ （本数負け） 

○花巻北４－０山形工業 × （予選敗退） 

 

女子個人 菅崎凪沙②  １回戦 ○０－０× 前田（聖ウルスラ） （延長勝ち） 

２回戦 ○１－０× 窪田（小牛田農林） 

３回戦 ○１－０× 塩田（安積） 

準々決勝 ×０－０○ 田口（大曲）（延長負け） ※ベスト８ 

男子個人 桐野 亘②  １回戦 ○２－０× 傳法（小牛田農林） 

２回戦 ×０－２○ 馬場（聖光学院） 

山口新太③  ２回戦 ×０－１○ 奥野（五所川原第一） 

 

 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会 第６４回全国高等学校剣道大会（８月１０日） 

男子個人 山口新太③ １回戦 ×０－１○ 石田（流経大柏） 

 

第２９回剣誠旗争奪高等学校剣道大会（９月１７日） 



男子団体 １回戦 ×０－２○ 鶴岡東 

女子団体 １回戦 ○４－１× 青森商業 

     ２回戦 ○３－２× 八戸聖ウルスラ学院 

     ３回戦 ○３－１× 成田 

     ４回戦 ×２－３○ 三本木 

 

平成２９年度岩手県高等学校新人大会 剣道競技（１０月２７日－１０月２８日） 

男子個人 菅崎 航暉② １回戦敗退 

     畑山 高慶② １回戦敗退 

     河野  健② ２回戦敗退 

 

女子個人 菅崎 凪沙② ５回戦敗退（ベスト４） 

     吉田 萌花② ４回戦敗退（ベスト８） 

     菅崎  舞① ２回戦敗退 

堀口 沙耶① ３回戦敗退 

 

男子団体 予選リーグ        ○１－１× 一戸 

                  ○４－０× 水沢工業 

     決勝トーナメント １回戦 ○３－０× 宮古工業 

              ２回戦 ×１－３○ 盛岡四 

※第３位（東北大会出場） 

 

女子団体 予選リーグ        ○３－０× 宮古 

     決勝トーナメント １回戦 ×１－２○ 盛岡南 

※第３位（東北大会出場） 

 

 

 

14.テニス                                                          

第 69回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技 

【団体戦】 

 ＜男子＞ 1Ｒ 花巻北 ２－１ 盛岡三 

      2Ｒ 花巻北 １－２ 盛岡南 ベスト８ 

＜女子＞ 1Ｒ 花巻北 ２－１ 不来方 

     2Ｒ 花巻北 ０－３ 白百合 ベスト８ 

【個人戦】 

 ＜男子シングルス＞  

 １Ｒ 髙 橋 航③ ０―６ 祖利目（一関高専） 

    岩 渕 立③ ２―６ 佐 藤（盛岡北） 

    熊谷 颯汰➂ ６－１ 駒 井（盛岡南） 

    大内 尚人② ２－６ 太田屋（岩手） 



    岩清水翔太③ １－６ 畠 山（岩手） 

    横 岡 陽③ ６－４ 蟹沢川（盛岡三） 

    菊池 雄大② ６－０ 髙 橋（福岡工） 

 ２Ｒ 熊谷 颯太③ ２－６ 佐 藤（盛岡中央） 

    横 岡 陽➂ ０－６ 佐 藤（岩手） 

    菊池 雄大② ０－６ 新 里（岩手）  

  

＜男子ダブルス＞ 

１Ｒ 横岡③・菊池➁  ６－２ 岩田・後藤（水沢一） 

   阿部舜③・髙橋圭③１－６ 佐藤・佐藤（盛岡一） 

   岩清水➂・熊谷③ ３－６ 新井・阿部（黒工） 

２Ｒ 横岡③・菊池➁  ２－６ 紺野・佐藤（岩手） 

 

＜女子シングルス＞ 

１Ｒ 平野未来③  ２－６ 木下（盛岡南） 

外舘 梢②  ６－３ 藤澤（白百合） 

２Ｒ 外舘 梢②  １－６ 佐藤（白百合）ベスト１６ 

 

＜女子ダブルス＞ 

 １Ｒ 青木萌花③・外舘➁ ０－６ 佐藤・菊池（白百合） 

 

２０１７国体選考会 外舘 梢②  ０勝３敗 リーグ戦  敗退  ７・８位相当  

平成２９年度 県民テニス大会 

男子シングルス 菊池 雄大② ベスト１６ 

女子シングルス 岸  史乃② ベスト８ 

第３８回 NHK 杯テニストーナメント（兼 JOC 全日本ジュニア室内岩手県予選会 

男子シングルス 菊池 雄大② 予選決勝敗退（ベスト３２相当） 

女子シングルス 岸  史乃② 予選決勝敗退（ベスト３２相当） 

        外舘  梢② 本戦６位  

第４９回岩手県高等学校新人戦テニス競技県大会  １０月６日～８日盛岡市営太田テニスコート  

男子団体戦  

  １回戦  花巻北３－２黒沢尻工業  

  ２回戦  花巻北２－３盛岡中央  

 順位決定戦２回戦  

       花巻北０－３盛岡工業  

 女子団体戦１回戦  

      花巻北１－４盛岡第三  

 順位決定戦２回戦  

      花巻北３－０盛岡第二  

      ３回戦  

      花巻北０－３盛岡第四  

 個人戦  



    男子シングルス  

    佐藤慎吾② 初戦敗退  

    大内尚人② ２回戦敗退（ベスト３２）  

    菊池雄大② ３回戦敗退（ベスト１６）  

    男子ダブルス  

   佐藤慎吾②・和田倖有① ２回戦敗退（ベスト１６）  

    菊池雄大②・大内尚人② ２回戦敗退（ベスト１６）  

    女子シングルス  

    岸史乃②  ２回戦敗退（ベスト１６）  

     外舘梢②  準々決勝敗退（ベスト８）  

           順位決定戦 第７位  

    女子ダブルス  

   岸史乃②・外舘梢② 準々決勝敗退（ベスト８）  

平成２９年度東北春季ジュニアテニス岩手県大会（Ｕ１８） 

    女子シングルス 外舘梢②  第７位 

            岸史乃②  ベスト 12 

平成２９年度岩手県ジュニアダブルス選手権大会（東北室内インドアダブルス県予選） 

    男子ダブルス 菊池雄大②佐藤慎吾② ベスト 8 

    女子ダブルス 外舘梢②・岸史乃② 第３位（東北大会出場権獲得） 

           玉澤愛渚①・（花巻 jr 所属中学生とのペア）ベスト１６ 

第３８回岩手県室内選抜インドアダブルス選手権 

    女子シングルス 外舘梢② １－８ 高内麗 （富士大学） 

    女子ダブルス  外舘梢②・岸史乃② １－８ 堀内梨香（ラブインドア TC）・中田春菜（トイズテニ

スラボ） 

15.ソフトボール                                                       

第 69 回岩手県高等学校総合体育大会ソフトボール競技 

花巻北○13-6●釜石[5 回コールド] 

花巻北●1-13○千厩[5 回コールド] 

 

第 64 回岩手県高等学校新人大会ソフトボール競技 

花巻北・盛岡商業●9-13○盛岡農業 

 

16.アーチェリー  

第３０回岩手県高等学校春季アーチェリー大会 平成２９年４月２９日 住田高校 

男子団体 花巻北Ａ 第１位 

男子個人 第３位 阿部魁徒②  第４位 村上涼③  第５位 加藤太一③ 

女子団体 花巻北Ｃ 第３位 

女子個人 第５位 加藤愛弥③ 

 

第３７回ＩＢＣ杯争奪アーチェリー競技大会 平成２９年５月１４日 雫石総合運動公園陸上競技場 



男子個人 第２位 加藤太一③  第４位 阿部魁徒② 

女子個人 第６位 多田香奈子② 

第６９回岩手県高等学校総合体育大会アーチェリー競技 平成２９年６月３・４日  

雫石総合運動公園陸上競技場 

男子団体 花巻北Ａ 優勝 

男子個人 第２位 阿部魁徒②  第３位 加藤太一③  第５位 村上涼③ 

女子団体 花巻北Ｃ 第３位 

女子個人 第４位 多田香奈子②  第５位 梅木李緒② 

 

第３５回東北高等学校アーチェリー選手権大会  

平成２９年６月１６～１８日 宮城県総合運動公園ひとめぼれスタジアム宮城県利府町 

男子団体ベスト８ 

女子団体準優勝 

    花巻北 ６ － ２ 秋田南（秋田） 

    花巻北 ５ － ４ 田村（福島） 

    花巻北 ５ － ４ 鶴岡南（山形） 

    花巻北 ４ － ５ 青森西（青森） 

 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会高円宮賜杯 第５０回全国高等学校アーチェリ

ー選手権大会 平成２９年８月９日～１２日 宮城県総合運動公園ひとめぼれスタジアム宮城県利府町 

男子団体 予選敗退 

男子個人 予選敗退 

 

第４４回東北総合体育大会兼第７２回国民体育大会東北ブロック大会 平成２９年８月１９日～２０日  

秋田県立新屋運動広場 

少年男子団体岩手県選手団 予選敗退 

少年男子個人 予選敗退 

 

平成２９年度岩手県高等学校新人大会アーチェリー競技大会  

平成２９年１０月１４日、１５日  雫石町総合運動公園陸上競技場 

７０M ラウンド 

男子団体  花北 A 優勝 

男子個人  第１位 阿部魁徒②  第４位 照井一生②  第５位 舘下龍人②   

第６位 玉山弘史郎② 

女子団体  花北 A  第２位   花北 B  第３位 

女子個人  第６位 梅木李緒② 

 

３０M ラウンド 

男子個人  第２位 村上幸汰①   第３位 澄川立皓① 

女子個人  第５位 佐々木英鈴①  第６位 宮澤薫子① 

 

 



平成２９年度第３２回東北高等学校アーチェリー選抜大会 平成２９年１１月１１、１２日 雫石町営体育館 

 

女子個人第５位 梅木李緒② 

 

男子団体決勝ラウンドトーナメント１回戦敗退 

花巻北 ２ － ６ 福島（福島） 

 

女子団体決勝ラウンドトーナメント第３位 

      花巻北 ５ － ４ 盛岡白百合（岩手） 

      花巻北 ４ － ５ 青森東（青森） 

 

**.ボクシング  

 フライ級準優勝、学校対抗戦 花巻北 ６位 

第６９回岩手県高等学校総合体育大会ボクシング競技 平成２９年６月１日 釜石高校 

男子バンタム級 １回戦 柏田優② ● 判定 ○ 三浦③（江南義塾） 

 

平成２９年度盛岡市民大会 平成２９年４月２９日 盛岡市民体育館 

男子バンタム級 柏田優② ● 判定 ○ 福來②（江南義塾） 

 

平成２９年度岩手県高等学校新人大会ボクシング競技大会 平成２９年１０月２７日  奥州市体育館 

男子バンタム級 １回戦 柏田優② ● 判定 ○ 伊藤②（盛岡南） 

 

 

17.吹奏楽                                  

全日本吹奏楽コンクール第５５回岩手県大会予選中央地区大会 金賞（地区代表） 

全日本吹奏楽コンクール第５５回岩手県大会 金賞 

全日本アンサンブルコンテスト第３８回岩手県大会 

 金管八重奏     金賞 

 クラリネット八重奏 金賞 

 サクソフォン四重奏 銅賞 

 

18.英語                                                              

 

平成 29 年度岩手県高等学校英語スピーチコンテスト  

     照井 晴羅 参加賞 

     藤原 愛衣 参加賞 

 

 



19.文芸                                                              

平成 29 年度「岩手県高校生文芸コンクール」 

①児童文学部門  

   最優秀賞 ３年Ａ組 筑後 志帆子「まーくん」  

②詩部門  

   優良賞  ３年Ａ組 村松 雅俊「描く」  

③短歌部門  

   入選   ３年Ａ組 筑後 志帆子  

   入選   ２年Ｅ組 舘野 咲香  

④俳句部門  

   優秀賞  ３年Ａ組 筑後 志帆子  

⑤随筆部門  

   優良賞  ２年Ｂ組 菊池 夕莉夏「踏切の夕焼け」  

   入選   ３年Ａ組 筑後 志帆子「スイートヴェール」  

⑥小説部門  

   優良賞  ３年Ａ組 村松 雅俊「君だけの道」  

⑦文芸部誌部門  

   優秀賞(第２位) 花北文芸部 「花北文学 60号」 (東北大会出場) 

 

第 32 回全国高等学校文芸コンクール」 

①小説部門  優良賞 ３年Ａ組 村松 雅俊 「めぐる」  

       入選   ２年Ａ組 渡辺  凜  「髪を解く」  

②随筆部門  入選  ２年Ｂ組 菊池 夕莉夏「踏切の夕焼け」  

③短歌部門  入選  ３年Ａ組 村松 雅俊「渓谷を」  

④俳句部門  入選  １年Ｄ組 渡辺 龍河「雨止みの」 

 

■花巻市民芸術祭「第 11回文芸大会」結果(文芸部)  

短歌の部 人位(第 3位) １年Ｅ組 菊池 保絵 

20.合唱                                                             

第６９回全日本合唱コンクール岩手県大会 銅賞 

第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール岩手県大会 金賞 【東北大会出場】 

第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東北ブロックコンクール 奨励賞 

第２７回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト 金賞 

21.美術                                                             

第 40回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展第 55回県下高校美術展 

（平成 29年 11 月 10 日～13 日） 

【絵画部門】 

入選 3 年 D 組 及川美鈴  「あがる」 

入選 3 年 D 組 菊池遥香  「透明」 



入選 1 年 C 組 大原夏芽  「Bataille de Apero（ﾊﾞﾀｲﾕ ﾃﾞ ｱﾍﾟﾛ）」 

【デザイン部門】 

入選 3 年 C 組 武田日和  「岩手観光推進ポスター」 

入選 3 年 E 組 丸山幸恵  「私を知らないで」（書籍ポスター） 

入選 2 年 D 組 島津英恵  「地域猫活動推進ポスター」 

 

22.写真                                                              

平成２９年度岩手件高等学校写真専門部夏季写真コンテスト 

特 賞 ２年Ａ組 福山ゆづか 「廊下で眠る少女」 

佳 作 ２年Ａ組 大内慶太  「この場所で･･･」 

佳 作 １年Ａ組 田中美羽  「ボクも働きたいなあ」 

第４０回岩手県高等学校総合文化祭高校写真展 

優良賞 １年Ｄ組 佐々木莉央 「無邪気」 

入 選 １年Ａ組 田中美羽  「いらっしゃいませ～」 

平成２９年度岩手件高等学校写真専門部スライドフォトコンテスト 

特 賞 １年Ａ組 田中美羽  「雨上がり」 

入 選 ２年Ａ組 伊藤穂乃花 「乙女たちの井戸端会議」 

佳 作 ２年Ｆ組 佐藤萌恵  「一心」 

 

 

23.茶道                                                              

 

24.軽音楽                                                             

第 40回岩手県高等学校総合文化祭軽音楽部門 優良賞 

 「タイムライナー」からすのジョニー（阿部小雪、佐藤里佳、菅原美奈、照井李佳） 

 

25.囲碁将棋                                                           

岩手県高等学校将棋大会 

    ５月１２日(金)～１３日(土) 会場：岩手県教育会館 

個人戦 ： 入賞者無し 

       (本校最高位は A 級長門大亮(３F)の３勝２敗) 

団体戦 ： A 級 予選リーグ敗退 

       B 級 ５戦中４勝１敗(ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦、入賞ならず) 

 

岩手県高文連将棋竜王戦 

    ７月７日(金) 会場：岩手県教育会館 

A 級 長門大亮(3F) …２勝（ベスト１６） 

    畑福悠真(2E) …１勝（ベスト３２） 



     他３名は１回線敗退 

 

岩手県高等学校将棋新人大会 

    １０月６日(金)～７日(土) 会場：岩手県教育会館 

個人戦 ： 本校最高位は A 級 大川祐樹(２F) ３回戦敗退 ベスト１６ 

            B 級) 伊藤一輝(1E)  ６９名中４９位 

団体戦 ： A 級 予選リーグ敗退 

       B 級 ５戦中２勝３敗 ３６チーム中２６位 

26.放送                             

第 40回岩手県高文連総合文化祭放送部門大会兼 

第 64 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト岩手県大会 入賞一覧 

１ 朗読部門 優良賞 ３E 髙橋美綺 （全国大会出場） 

        入 選 ２B 髙橋伶佳  

２ ラジオドキュメント部門 最優秀賞 「ラジオ聞きますか？」（全国大会出場） 

３ 校内放送研究発表  県代表 「下校時の放送―プラスワン」（全国大会出場） 

第 64 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト全国大会 

  １ 朗読部門        準々決勝敗退 ３E 髙橋美綺 

  ２ ラジオドキュメント部門 準々決勝敗退 「ラジオ聞きますか？」 

  ３ 校内放送研究発表    参加賞「校内放送にープラスワン」 

第 41 回全国高等学校総合文化祭宮城大会 

  朗読部門   文化連盟賞（参加賞） ３E 髙橋美綺 

 

第 40 回岩手県高文連総合文化祭放送部門大会 兼 

第 35 回岩手県高等学校放送新人大会 

  １ アナウンス部門  

入賞  2 年 杉原真菜 （東北大会出場 2018/2：盛岡市） 

  ２ 朗読部門     

優秀賞 1年 釜本慎ノ輔（2018 全国高等学校総合文化祭信州大会県代表） 

                        （東北大会出場 2018/2：盛岡市） 

  ３ ラジオキャンペーン部門   

優良賞  放送部 「或る部屋にて」（代表 2年 杉原真菜） 

 

2017 年度 高校生交通安全テレビＣＭコンテスト 

  準グランプリ 高齢者部門 「私たちの運転を見守ってくれませんか」（代表 2 年 髙橋竜也） 

   

27.科学                                                              

 


