０花巻北高等学校

大会履歴

２０１９年度

01.野球
第７１回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼第６６回春季東北地区高等学校野球岩手県大会花巻地区
予選（花巻球場 ４月２９日～５月８日）
１回戦 ○花巻北６－４花巻農業×
２回戦 ○花巻北１３－２花北青雲×
決

勝 ×花巻北４－６花巻東○

第７１回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼第６６回春季東北地区高等学校野球岩手県大会
（野田村ライジングサンスタジアム等 ５月１７日～２６日）
１回戦 ×花巻北０－５盛岡第一○
第１０１回全国高等学校野球選手権岩手大会
（岩手県営野球場 ７月１１日～２５日）
１回戦 〇花巻北２－０葛 巻×
２回戦 ×花巻北４－５花巻東○
第７２回周期東北地区高校野球花巻地区予選
（花巻球場 ８月２４日～３０日）
１回線 ×花巻北２－３遠野
敗復戦 ×花巻北６－９花巻農業

02.サッカー
第７１回岩手県高等学校総合体育大会 サッカー競技
【期日】令和元年５月２５～２６日、６月１～３日

【会場】いわぎんスタジアム他

２回戦 〇花巻北５－１花北青雲×
３回戦 ×花巻北０－３花巻東〇

※ベスト１６

令和元年度 第９８回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会
【期日】令和元年１０月４日（金）～１１月３日（日） 【会場】いわぎんスタジアム他
２回戦 ×花巻北２－３盛岡誠桜〇
第５４回岩手県高等学校総合新人サッカー大会
【期日】令和元年１１月１６日（土）～１１月１９日（火）
１回戦 〇花巻北０－０（４－２ＰＫ）高田×
２回戦 ×花巻北０－４不来方〇

【会場】岩手県フットボールセンター他

03.ソフトテニス
第７１回岩手県高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技
団体戦 男子
１回戦 ○花巻北２－１盛岡中央×
２回戦 ×花巻北０－３黒沢尻工業○
個人戦 男子
小野寺希望･瀬川祐生ペア
２回戦 ×花０―４黒沢尻工業○
竹花和将･高橋一貴ペア
１回戦 ○花巻北４－１黒沢尻工業×
２回戦 ×花巻北０－４盛岡工業○
伊藤聡一郎･小原琉雅ペア
２回戦 ×花巻北１－４一関学院○
佐達楽斗･藤井昭光ペア
１回戦 ○花巻北４－０専修大北上×
２回戦 ×花巻北０－４盛岡市立○
第２９回岩手県ジュニア選抜ソフトテニス選手権大会兼ハイスクールジャパンカップ２０１９岩手県予選
（2019.4.29、30：北上市和賀川グリーンパークテニスコート
シングルス
１回戦 髙橋彩乃

２-４ 新沼（盛岡誠桜）×

１回戦 佐久間結菜 ３-４ 小林（福岡）×
ダブルス
２回戦 髙橋・佐久間 １-４ 竹内・金田（盛岡二）×
１回戦 黒沢・小原

０-４ 高橋・木村（盛岡二）×

第 27 回大勝杯高等学校ソフトテニス大会
（2019.5.11、12：軽米町営運動場テニスコート）
女子団体の部
予選リーグ ○花巻北 ３-０ 一戸
○花巻北 ２-１ 盛岡農業

リーグ通過

決勝トーナメント
○花巻北 ２-０ 不来方
○花巻北 ２-１ 盛岡市立
×花巻北 １-２ 久慈

※

準優勝

女子個人の部
予選リーグ 通過 髙橋・佐久間
決勝トーナメント
１回戦 ○髙橋・佐久間 ４-２ 伊東・佐々木（盛岡市立）
２回戦 ○髙橋・佐久間 ４-３ 小林・村田（福岡）
３回戦 ○髙橋・佐久間 ４-０ 羽柴・野田口（久慈）

準決勝 ○髙橋・佐久間 ４-０ 黒川・柴田（盛岡商）
決勝

○髙橋彩乃・佐久間結菜 ４-０ 髙橋・木村（盛岡二）

※

優勝

第７１回岩手県高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技
（2019.5.31、6.1：北上市和賀川グリーンパークテニスコート）
個人戦 女子
１回戦 髙橋・佐久間 ３-４ 高橋・木村（盛岡二）×
団体戦 女子
１回戦 ○花巻北 ３-０

水沢農

２回戦 ○花巻北 ２-１

岩手女子

３回戦 ×花巻北 ０-２

花巻南

第 64 回岩手県高等学校新人大会 ソフトテニス競技
（2019.10.11 個人、10.22 団体：北上市和賀川グリーンパークテニスコート
個人戦 女子
１回戦 ○阿部透子・佐久間結菜 ４-１ 伊藤・岩船（宮古）
２回戦 ○阿部透子・佐久間結菜 ４-１ 村上・菅野（高田）
３回戦 ○阿部透子・佐久間結菜 ４-３ 菊池・鈴木（一関一）
準々決勝
阿部透子・佐久間結菜 ０-４ 吉田・小池（盛岡誠桜）×

※ ベスト８

団体戦 女子
１回戦 ×花巻北 １-２

盛岡市立

2019 U17・U20 選手選考大会
（2019.11.4：一関運動公園テニスコート 主催：岩手県ソフトテニス連盟）
シングル
予選リーグ 阿部透子、佐久間結菜 予選リーグ敗退
令和元年度 第４回東北ソフトテニスシングルス選手権大会
（2019.11.10：仙台市青葉山公園庭球場 主催：東北ソフトテニス連盟）
一般女子
１回戦 ○阿部透子

× 紺野（宮城：東北高校） 不戦勝

１回戦 ×佐久間結菜 × 宮本（福島：学法石川 JrSTC） 0-4
２回戦 ×阿部透子

× 森松（福島：ダンロップ） 0-4

第 51 回岩手県高等学校選抜室内ソフトテニス大会 兼 第 51 回東北高等学校学校選抜室内ソフトテニス大会予
選会
（2019.12.20 ：一関市総合体育館 主催：岩手県高等学校体育連盟）
１回戦 ×阿部透子・佐久間結菜 × 立花・毛藤（盛岡商） 2-4

04.陸上競技部
◆岩手県高等学校総合体育大会陸上競技 ５月２３日（木）～２６日（日）北上総合運動公園陸上競技場

男子

齋藤 大①

８００ｍ

花輪 大輔②
女子

第５位

５０００ｍＷ

第６位

山影 佳成子③

１００ｍ 第３位
１００ｍＨ第３位

渡辺 希沙③

走高跳び第３位

※県大会 6 位までが東北大会出場（競歩は 4 位まで）
第 74 回東北高等学校陸上競技大会
男子

齋藤 大①

８００ｍ

予選落ち

女子

山影 佳成子③

１００ｍ 予選落ち
１００ｍＨ予選落ち

渡辺 希沙③

走高跳び第７位

◆令和元年度岩手県陸上競技選手権大 ７月５日～７日 北上総合運動公園陸上競技場
１部男子 ４×１００ｍＲ 第８位 （伊藤駿① 大原陸人② 伊藤聡祐③ 主濱優成④）
４×４００ｍＲ 第６位 （伊藤駿① 佐々木駿人② 大原陸人② 伊藤聡祐②）
１部女子 走高跳び 渡辺 希沙③

走高跳び第６位

◆第７１回岩手県民体育大会陸上競技大会 ７月２０日～２１日 岩手県営運動公園陸上競技場
２部男子（高２、高３）
１００ｍ 第５位 後藤 蛍②
２００ｍ 第７位 伊藤 聡祐②
４００ｍ 第３位 伊藤 聡祐②
８００ｍ 第７位 佐々木 駿人②
３０００ｍＳＣ 第７位 佐々木 晃太②
５０００ｍＷ 第１位 花輪 大輔②
３部男子（中１、高１）
８００ｍ 第２位 陣ヶ岡 翼①
１５００ｍ 第６位 陣ヶ岡 翼①
３０００ｍＳＣ 第４位 佐々木 玲旺

５０００ｍＷ 第１位 佐藤 元①
走幅跳び 第１位 横村 亮太朗①
５部男子（２，３部共通）
４×１００ｍＲ 第３位（伊藤駿① 後藤蛍② 伊藤聡祐② 主濱優成①）
４×４００ｍＲ 第２位（後藤蛍② 佐々木駿人② 大原陸人② 伊藤聡祐②）
２部女子（高２、高３）
走高跳び 第６位 赤澤 優衣②
３部女子（中１、高１）
１００ｍ 第５位 佐々木

愛央①

５０００ｍＷ 第２位 鈴木 麻央①
やり投げ 第６位 佐々木 優美①
第８位 鎌田 由愛①
◆第７０回岩手県高等学校新人陸上競技大会
男子 ２００ｍ 第３位 後藤 蛍②
５０００ｍＷ 第２位 花輪 大輔②
第４位 佐藤 元①
４×１００ｍＲ 第４位 佐藤 昌苑① 後藤

蛍② 伊藤 聡祐② 伊藤 駿①

４×４００ｍＲ 第３位 後藤 蛍② 齋藤 大①

大原 陸人② 伊藤 聡祐②

◆第２４回東北高等学校新人陸上選手権大会
男子 ２００ｍ予選 ２組７着 後藤 蛍②
５０００ｍＷ決勝 第１６位 花輪 大輔②
第２０位 佐藤 元①
４×４００ｍＲ予選１組７着 後藤 蛍②佐々木 駿人②大原 陸人②伊藤 聡祐②
◆第７０回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会
男子 第１０位 （出場２３チーム）
１区 髙橋 晃太②
２区 佐々木 拓未②
３区 齋藤 大①
４区 陣ヶ岡 翼①
５区 佐藤 元①
６区 佐々木 駿人②
７区 花輪 大輔②
◆第３１回全国高等学校女子駅伝競走大会岩手県予選会兼第３６回岩手県高等学校女子駅伝競走大会
女子 第１３位 （出場１６チーム）
１区 小田島 綾音②
２区 藤田 笑夏①

３区 阿部 志帆①
４区 佐々木 凌①
５区 鈴木 麻央①
◆第７８回一関・盛岡間駅伝競走大会 高校の部 北上－盛岡間 ２０１９年１１月２３日（土）
第８位 １区 齋藤 大①
２区 陣ヶ岡 翼①
３区 佐々木 駿人②
４区 佐藤 元①
５区 花輪 大輔②
６区 髙橋 晃太②

05.ハンドボール
○岩手県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 ５月３１日（金）から６月２日（日）花巻市総合体育館
◆男子
２回戦 ○花巻北３３（２１－６、１２－１６）２２ 一関工業×
３回戦 ○花巻北２５（１１－７、１４－７） １４ 盛岡商業×
準決勝 ×花巻北１８（７－１０、１１－１４）２４ 盛岡南○
第３位

優秀選手賞：似内琢音

◆女子
１回戦 ×花巻北１６（７－１２、９－１１）２３ 盛岡第三○
○岩手県高等学校秋季ハンドボール大会 ９月２２日・２３日 富士大学スポーツセンター他
◆男子
１部１回戦 ○花巻北２６（１３－７、１３－１１）１８ 花巻農業×
１部準決勝 ×花巻北１３（６－１０、７－１１）２１ 不来方○
第３シード決定戦 ×花巻北２２（１２－１０、１０－１３）２３ 盛岡四○
◆女子
２部１回戦 ○花巻北３７（１９－３、１８－５）８ 北上翔南×
入替戦 ○花巻北２７（１４－２、１３－５）７ 盛岡誠桜×
○県南ハンドボール秋季大会 ９月２８日・２９日 花巻市総合体育館
◆男子
１回戦 ○花巻北３４（１８－５、１６－４）９ 久慈×
準決勝 ○花巻北３５（１６－６、１９－１１）１７ 紫波総合×
決勝

○花巻北１８（１０－８、８－９）１７ 花巻南×

◆女子
準決勝 ○花巻北４２（２１－１、２１－０）１ 水沢×
決勝

○花巻北２３（１５－１０、８－３）１３ 花巻南×

○岩手県高等学校新人大会ハンドボール競技 １１月１日（金）～３日（日）花巻市総合体育館
◆男子
２回戦 ○花巻北３６（２２－８、１４－９）１７ 一関高専×
準々決勝×花巻北１５（１０－１１、５－１２）２３ 盛岡一○
◆女子
１回戦 ○花巻北３８（１６－１、２２－２）３ 水沢×
準々決勝×花巻北１７（６－１０、１１－１２）２２ 不来方○
○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１回戦 ○花巻北２９（１５－８、１４－１２）２０ 盛岡市立×
第２代表２回戦 ×花巻北１８（７－１３、１１－１０）２３ 盛岡一○
◆女子
第２代表１回戦 ○花巻北３８（１６－３、２２－５）８ 盛岡四×
第２代表２回戦 ×花巻北１５（９－１２、６－８）２０ 盛岡三○

06.弓道
岩手県高等学校総合体育大会 弓道競技 ５月２４日（金）～２６日（日） 岩手県営武道館弓道場
◆男子団体（小原卓海②北村冬馬②小野心義②小原雄哉③鈴木健太②藤原功気②神昴③）
予選４０射３０中 第２位タイで準々決勝へ
準々決勝２０射１１中 累計６０射４１中 第４位タイで準決勝へ
準決勝２０射１４中 累計８０射５５中 第５位で決勝へは進めず ベスト８
◆女子団体（髙橋海藍③菊池萌々②武藤菜々花③鎌田あすか②髙橋いろ葉③齊藤愛明②澤内里菜③）
予選４０射２０中 第７位で準々決勝へ
準々決勝２０射１０中 累計６０射３０中 第８位タイで準決勝へ
準決勝２０射６中 累計８０射３６中 第８位で決勝へは進めず ベスト８
◆男子個人
鈴木健太② 予選８射７中

準決勝４射皆中 累計１２射１１中 決勝８射皆中 累計２０射１９中 第１位

小野心義② 予選８射皆中

準決勝４射３中 累計１２射１１中

決勝８射７中

累計２０射１８中 第２位

タイで順位決定戦へ 射詰○× 第３位
鈴木はインターハイ、東北選手権へ 小野は東北選手権へ
◆女子個人
菊池萌々② 予選８射７中 準決勝４射１中 累計１２射８中 敗退
髙橋いろ葉③ 予選８射６中 準決勝４射３中 累計１２射９中 敗退
第４９回東北高等学校弓道選手権大会 ６月２１日（金）～２３日（日）秋田県立武道館
◆男子個人
鈴木健太② 予選８射６中 予選敗退
小野心義② 予選８射７中 決勝進出 決勝射詰８本目まで３名で争い、９本目で残念。
２・３位決定戦（遠近法）にて２位に入賞

第４回東北地区インターハイ出場校弓道大会 ７月１４日（日）～１５日（月祝） 宮城県武道館
◆男子個人 鈴木健太② 決勝射詰 ４本まで的中 優勝
第６６回岩手宮城弓道大会

８月４日（日） 一関武道館弓道場

◆男子団体 花巻北Ａ（小野心義②北村冬馬②藤原功気②）優勝
◆女子団体 花巻北Ｄ（菊池萌々②齊藤愛明②伊藤穗香②）優勝
令和元年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会兼第６４回全国高等学校弓道大会
８月４日（日）～１０日（土） 宮崎県都城市早水文化運動公園特設弓道場
◆男子個人
鈴木健太② 予選４射皆中

準決勝進出 準決勝４射皆中 決勝進出

決勝射詰 １本目○ ２本目× 順位なし

第３８回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会
令和元年１０月１８日（金）～１９日（土） 岩手県営武道館弓道場
◆男子団体 小原卓海② 鈴木健太② 小野心義② 北村冬馬②
予選１２射×３回 ３６射３２中 第１位で通過
準決勝１２射１１中 予選からの累計４８射４３中 第１位で決勝リーグへ
決勝リーグ ①１１－７盛岡第三 ②１０－８不来方 ③９－７盛岡第一
３勝０敗 優勝
東北選抜、全国選抜出場権を得る
◆男子個人
小原卓海 １２射１１中
小野心義 １２射１１中
１，２位決定戦（射詰）により小野が第１位、小原が第２位
東北選抜、全国選抜出場権を得る
鈴木健太 １２射１０中
北村冬馬 １２射１０中
３位決定戦（射詰）により北村が第３位
東北選抜出場権を得る
第３８回東北高等学校弓道選抜大会
令和元年１１月２２日（金）～２４日（日） 宮城県武道館弓道場
◆男子団体 小原卓海② 小野心義② 鈴木健太② 北村冬馬②
予選 24 射 15 中 第 2 位で通過
決勝トーナメント 1 回戦 12 射 8 中-12 射 6 中福島南 勝ち
決勝トーナメント準決勝 12 射 5 中-12 射 6 中山形南 負け 第 3 位
◆男子個人 北村冬馬② 予選 12 射 6 中 決勝射詰○× 第 6 位 技能優秀賞受賞

第３８回全国高等学校弓道選抜大会
令和元年１２月２１日（土）～２５日（水） 群馬県前橋市ＡＬＳＯＫアリーナぐんま
◆男子団体 小原卓海② 小野心義② 鈴木健太② 北村冬馬②
予選 12 射 7 中 予選通過ならず
◆男子団体
小原卓海② 予選 4 射 2 中 予選通過ならず
小野心義② 予選 4 射 3 中 準決勝へ 準決勝 4 射 2 中

決勝進出ならず

第 58 回岩手県高等学校新人大会弓道競技
令和 2 年 1 月 16 日（木）～18 日（土） 岩手県営武道館大道場特設弓道場
◆男子団体（小原②澤内①小野②北村②鈴木②（控）藤原②工藤②）
予選４０射２７中 第１位で決勝進出
決勝Ｔ１回戦 １１中対６中 水沢高校に勝ち
決勝Ｔ準決勝戦 １１中対１４中 福岡高校に負け 第３位
◆女子団体（菊池②伊藤②鎌田②永田②齋藤②（控）佐藤①石毛①）
予選４０射２５中 第３位で決勝進出
決勝Ｔ１回戦 ９中対７中 北上翔南高校に勝ち
決勝Ｔ準決勝戦 １０中対９中 福岡工業高校に勝ち
決勝Ｔ決勝戦 １２中対１３中 一関第二高校に負け 第２位
◆男子個人
小野心義② 予選８射７中 ３位決定戦に進出 負け 順位なし
藤原功気② 予選８射８中 １・２位決定戦に進出 勝ち 第１位
男子団体、女子団体は３月末の東日本大会への出場権を獲得。

07.水泳
第７１回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技（６月２１日～６月２３日：盛岡市立総合プール）
尾﨑日向子③ 女子４００ｍ自由形

第４位

女子２００ｍ自由形

第２位

千田 恭子③ 女子２００ｍバタフライ 第３位
女子１００ｍバタフライ 第２位
橋場

心① 男子２００ｍ平泳ぎ

第４位

以上 東北大会出場
第６７回東北高等学校総合選手権水泳競技大会兼第８７回日本高等学校選手権水泳競技大会予選会
（７月１９日～７月２０日：福島県郡山市しんきん開成山プール）
尾﨑日向子③ 女子４００ｍ自由形

予選第７位 ※決勝進出
決勝第６位 ※入賞

女子２００ｍ自由形

予選第４位 ※決勝進出
決勝第４位 ※入賞

千田 恭子③ 女子２００ｍバタフライ 予選第１４位
女子１００ｍバタフライ 予選第８位 ※決勝進出
決勝第８位
橋場

心① 男子２００ｍ平泳ぎ

予選第８位 ※決勝進出
決勝第９位

第５７回岩手県高等学校新人大会水泳競技（９月２０日～９月２１日：岩手県営屋内温水プール）
橋場

心① 男子２００ｍ平泳ぎ

第３位

男子２００ｍ個人メドレー 第１位
以上 東北大会出場
第２７回東北高等学校新人水泳競技大会
（１０月１８日～１０月１９日：青森県鯵ヶ沢町スポーツセンター温水プール）
橋場

心① 男子２００ｍ平泳ぎ

予選第７位 ※決勝進出
決勝第７位

男子２００ｍ個人メドレー 予選第９位
2019 年度岩手県冬季選手権水泳競技大会
（１月１８日～１月１９日：盛岡市立総合プール）
橋場

心① 男子２００ｍ平泳ぎ

第２位

08.バスケットボール
第７１回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（５月３０日～６月２日：奥州市総合体育館）
◆男子
３回戦 ○花巻北 ７２ － ５９ 不来方×
４回戦 ×花巻北 ５４ － ７４ 盛岡南○

※ベスト１６

◆女子
３回戦 ○花巻北 ４７ － ４２ 盛岡一×
４回戦 ×花巻北 ５４ － ７５ 盛岡市立○ ※ベスト１６
第４０回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会花巻地区予選（９月２１日～２２日：花巻東高校）
◆男子リーグ戦
×花巻北 ５０ － ９６ 花巻南○
○花巻北１１３ － ３７ 紫波総合×
○花巻北 ９４ － １７ 遠野×
○花巻北 ９３ － ７３ 花巻東×
◆女子リーグ戦
○花巻北 ８９ － ５４ 紫波総合×
○花巻北 ９５ － ８０ 花巻南×

第４０回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会（１０月２５日～２７日：花巻市総合体育館）
◆男子
１回戦 ○花巻北 ７３ － ５９ 盛岡大付属×
２回戦 ×花巻北 ３３ －１０３ 盛岡市立○

※ベスト１６

◆女子
１回戦 ×花巻北 ６５ － ６７ 山田○
第６５回岩手県高等学校新人バスケットボール大会花巻地区予選(１１月２日～３日：花巻東高校)
◆男子リーグ戦
○花巻北 ６９ － ６５ 花巻東×
○花巻北１３５ － ２０

紫波総合×

○花巻北 ９９ － ５１

遠野×

×花巻北 ５７ － ８０

花巻南○ ※３位通過

◆女子リーグ戦
○花巻北 ６４ － ５８ 花巻南×
○花巻北１１２ － ４５

紫波総合×

×花巻北 ５５ － ９３ 花巻東○ ※２位通過
第６５回岩手県高等学校新人バスケットボール大会(１月１７日～２１日：一関市総合体育館他)
◆男子
１回戦 ×花巻北 ５９ － ６２ 久慈工○
◆女子
１回戦 ○花巻北 ７０ － ３１ 盛岡農×
２回戦 ×花巻北 ５８ －１２３ 白百合○

09.バドミントン
第７１回岩手県高等学校総合体育大会バドミントン競技
◆男子
【学校対抗】
１回戦 ×花巻北１－３盛岡第一○
◆女子
【ダブルス（個人）
】
髙橋茉青③・及川楓②ペア
１回戦 ×花巻北０－２西和賀○
【学校対抗】
２回戦 ○花巻北３－０水沢×
３回戦 ×花巻北１－３盛岡市立○

第６４回岩手県種目別バドミントン選手権大会
◆男子
【ダブルス（個人）
】
鈴木悠太②・柳田柚輝①ペア
２回戦 ○花巻北２－１千厩×
３回戦 ×花巻北０－２前沢○
髙橋璃朗②・久保田一生①ペア
１回戦 ○花巻北２－０盛岡商業×
２回戦 ×花巻北０－２花北青雲○
【シングルス（個人）
】
鈴木悠太②
１回戦 ×花巻北０－２盛岡第四○
柳田柚輝①
２回戦 ○花巻北２－０一関第一×
３回戦 ×花巻北０－２前沢○
◆女子
【ダブルス（個人）
】
及川楓②・菊池爽椰①ペア
２回戦 ○花巻北２－０白百合×
３回戦 ×花巻北０－２前沢○
古川和花①・松原ななえ①ペア
１回戦 ○花巻北２－０岩谷堂×
２回戦 ×花巻北０－２花北青雲○
【シングルス（個人）
】
髙橋萌楓②
１回戦 ○花巻北２－１大船渡×
２回戦 ×花巻北０－２花北青雲○
菊池海輝①
２回戦 ○花巻北 ２－１ 専大北上
３回戦 ×花巻北 ０－２ 水沢
第３８回全日本ジュニアバドミントン選手権大会ジュニアの部岩手県代表選考会
◆男子
【ダブルス（個人）
】
鈴木悠太②・柳田柚輝①ペア
１回戦 ×花巻北１－２水沢○
【シングルス（個人）
】
柳田柚輝①
１回戦 ○花巻北２－０一関第二×
２回戦 ○花巻北２－１一関第一×
３回戦 ×花巻北０－２盛岡市立○

◆女子
【ダブルス（個人）
】
及川楓②・菊池爽椰①ペア
１回戦 ○花巻北２－１前沢中×
２回戦 ○花巻北２－０滝沢南中×
３回戦 ×花巻北０－２水沢○
松原ななえ①・菊池海輝①ペア
１回戦 ×花巻北１－２専大北上○
【シングルス（個人）
】
及川楓②
１回戦 ○花巻北２－０水沢×
２回戦 ×花巻北０－２盛岡第一○
第５９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 ３－２ 水沢商業×

３回戦

○花巻北 ３－１ 一関第二×

準々決勝 ×花巻北 ０－３ 前沢○
【ダブルス（個人）
】
鈴木悠太②・柳田柚輝①ペア
２回戦 ×花巻北 ０－２ 一関一高○
◆女子
【学校対抗】
２回戦 ○花巻北 ３－０ 大東×
３回戦 ○花巻北 ３－０ 久滋東×
準々決勝 ×花巻北 ２－３ 盛岡市立○
【ダブルス（個人）
】
及川楓②・菊池爽椰①ペア
２回戦 ○花巻北 ２－０ 専大北上×
３回戦 ○花巻北 ２－０ 前沢×
準々決勝 ×花巻北 ０－２ 花北青雲○
第２０回岩手県高等学校選抜バドミントン大会
◆男子
【学校対抗】
準決勝 ×花巻北 １－３ 専大北上○
敗者戦 ×花巻北 ０－３ 千厩○

◆女子
【学校対抗】
１回線 ×花巻北 ０－３ 前沢〇
敗者戦 〇花巻北 ３－０ 盛岡第一×

10.バレーボール
第７１回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技（５月２４日～５月２７日：花巻市総合体育館）
男子 １回戦 ×花巻北０（２７－２９，２４－２６）２盛岡第一○
女子 １回戦 ○花巻北２（２５－１８，２５－１６）０北上翔南×
２回戦 ○花巻北２（２５－１８，２５－１２）０千厩×
３回戦 ×花巻北０（９－２５，１４－２５）２一関第一×

※ベスト１６

第７２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（１１月２日～４日：タカヤアリーナ、雫石町営
体育館、矢巾町民総合体育館）
男子 １回戦 ×花巻北０（２５－１７，２５－１１）２黒沢尻工業○
女子 １回戦 ×花巻北０（２６－２４，２５－１９）２水沢商業○
第６７回岩手県高等学校新人バレーボール大会（１月１７日～１月１９日：奥州市総合体育館）
男子 １回戦 〇花巻北２（２５－１７，２５－２３）０盛岡北×
２回戦 ×花巻北０（２５－１４，２５－１２）２不来方〇
女子 １回戦 ○花巻北２（２５－ ７，２５－１３）０岩泉×
２回戦 ×花巻北２（２５－１５，２５－ ７）２花巻南〇

11.卓球
第７１回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技（５月２４日～５月２６日：奥州市総合体育館）
男子 団体 １回戦

○花巻北（３－０）一関学院×

２回戦

○花巻北（３－０）紫波総合×

３回戦

○花巻北（３－１）一関高専×

準々決勝 ×花巻北（１－３）一関工業○

※ベスト８

個人シングルス
２回戦

○古舘雄世③（花巻北）３－２ 川原歩士①×
×平賀琉希③（花巻北）１－３ 朽木雅貴③○

３回戦

×古舘雄世③（花巻北）０－３ 栁沼利來①○

女子 団体 １回戦 ○花巻北（３－１）岩谷堂×
２回戦 ×花巻北（１－３）盛岡第二○
2019 年岩手県ジュニア卓球選手権大会兼全日本卓球選手権大会ジュニアの部県１次予選会（７月２１日：花
巻市総合体育館）
男子 個人シングルス ８名出場 予選通過１名 佐藤佑哉②
女子 個人シングルス ８名出場 予選通過３名 武田莉奈②、池田爽夏②、藤舘千聖①

第 65 回岩手県高等学校新人卓球大会（１０月２５日～２７日：奥州市総合体育館）
女子 個人シングルス １回戦 〇藤舘千聖①（花巻北）３－０ 觸澤雪莉②（伊保内）
２回戦 ×藤舘千聖①（花巻北）０－３ 熊谷 渚①（一関一）
女子 ダブルス

１回戦 〇武田莉奈②・藤舘千聖① ３－２ ×田中②・鈴木②（盛三）
２回戦 ×武田莉奈②・藤舘千聖① ０－３ 〇小野寺②・小林②（宮商）

男子 団体 １回戦
２回戦

〇花巻北（３－０）×平舘
〇花巻北（３－０）×金ケ崎
×花巻北（０－３）〇専大北上 ※ベスト１６

女子 団体 １回戦
２回戦

〇花巻北（３－１）×釜石
×花巻北（０－３）〇宮古商業

第 43 回東北高等学校選抜卓球大会県予選（12 月 14～15 日：宮古市民総合体育館シーアリーナ）
男子団体 Ａリーグ ×花巻北（０－３）○花北青雲
×花巻北（０－３）○軽米
×花巻北（０－３）○一関高専
×花巻北（０－３）○花巻南
順位決定リーグ ×花巻北（０－３）○岩谷堂
×花巻北（１－３）○一関学院

１５位

12.柔道
第７１回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技（５月３１日～６月２日：岩手県営武道館）
男子 個人 ６６㎏級 ２回戦

〇横澤 元②（花巻北） － 千葉玄海（大船渡）×

３回戦

×横澤 元②（花巻北） － 東川 慎（高田）〇

８１㎏級 １回戦

×長岡泰順①（花巻北） － 阿部一哉（宮古）〇

女子 団体 １回戦 〇花巻北（３－０）千厩×
２回戦 ×花巻北（０－３）盛岡南〇
個人 ５７㎏級 １回戦
〃
２回戦
〃

〇澤田実穂①（花巻北） － 北田帆奈美（大槌）×
〇吉田知世①（花巻北） － 田中瞳子（一関高専）×
〇澤田実穂①（花巻北） － 沼﨑美波（宮古商）×
×吉田知世①（花巻北） － 沼端柚有莉（盛岡中央）〇

準々決勝 ×澤田実穂①（花巻北） － 工藤楓花（不来方）〇
※澤田実穂 ベスト８
第５２回岩手県高等学校１・２年体重別柔道選手権大会（８月３１日：岩手県営武道館）
男子 ２年６６ｋｇ級 １回戦
〃
２回戦
〃

〇横澤

元②（花巻北） － 千葉

功貴（関 工）×

〇遠山 弥輝②（花巻北） － 佐藤

貴（千 厩）×

×横澤

快（福 工）〇

元②（花巻北） － 工藤

×遠山 弥輝②（花巻北） － 楠

渚（黒 工）〇

男子 １年９０ｋｇ級 １回戦

×長岡 泰順①（花巻北） － 岩淵 優人（一関学院）〇

女子 １年５２ｋｇ級 １回戦

〇吉田 知世①（花巻北） － 柴田 緋里（福 岡）×

２回戦

×吉田 知世①（花巻北） － 川村

ひより（不来方）〇

女子 １年５７ｋｇ級 １回戦

×澤田 実穂①（花巻北） － 大堰

千絵（盛 南）〇

第６４回岩手県高等学校新人柔道大会（１０月１８日～１９日：一関市総合体育館）
男子 団体 １回戦 ×花巻北（２－３）宮古工業〇
個人 ６６㎏級 １回戦
〃

×遠山弥輝②（花巻北）－ 佐藤真弥（岩手）〇
×横澤 元②（花巻北）－ 大畑 翼（福岡）〇

９０㎏級 １回戦

×長岡泰順①（花巻北）－ 伊藤聖琉（岩手）〇

女子 団体 １回戦 〇花巻北（２－０）福岡×
２回戦 ×花巻北（０－３）不来方〇 ベスト８
個人 ５２㎏級 １回戦

×吉田知世①（花巻北）－ 金子紗来（不来方）〇

５７㎏級 １回戦

〇澤田実穂①（花巻北）－ 沼崎美波（宮古商）×

２回戦

×澤田実穂①（花巻北）－ 沼端柚有莉（盛岡中央）〇

第４２回全国高等学校柔道選手権大会岩手県大会（１１月２２日～２３日：岩手県営武道館）
男子 団体 １回戦 ×花巻北 ２人残し 盛岡工業〇
女子 団体 １回戦 〇花巻北

２－１

一関第二×

２回戦 ×花巻北

０－３

盛岡南〇

※ベスト８

第４３回伊藤杯争奪花巻市民武道大会柔道競技（１２月８日：花巻市武徳殿）
男子 １回戦 〇遠山弥輝②（花巻北）－ 菊池飛翔（花巻東）×
×横澤 元②（花巻北）－ 吉田文太（花巻東）〇
×長岡泰順①（花巻北）－ 小出

輝（花巻東）〇

２回戦 ×遠山弥輝②（花巻北）－ 山下遙己（花巻東）〇
女子 １回戦 〇吉田知世①（花巻北）－ 伊藤桜空（花巻東）×
〇澤田実穂①（花巻北）－

柿澤瑠奈（花巻東）×

準決勝 〇吉田知世①（花巻北）－ 湯澤
×澤田実穂①（花巻北）－
決勝

舞（花巻東）×

小森林乃愛（花巻東）〇

×吉田知世①（花巻北）－ 小森林乃愛（花巻東）〇
※吉田・・・準優勝、澤田・・・３位

13.剣道
第４４回花巻市民スポーツ大会（４月２１日：花巻市民体育館）
男子個人 阿部 玲惟①

優勝

牛崎 文也②

準優勝

佐々木一斗①

第３位

奥山 誠也②

３回戦敗退

金﨑 太陽②

２回戦敗退

伊藤 央恭②

２回戦敗退

伊東 悠吏①

２回戦敗退

菅崎 泰雅①

２回戦敗退

上林

２回戦敗退

蓮①

女子個人 大川 沙月③
菅崎

優勝

舞③

準優勝

堀口 沙耶③

第３位

山口ひまり②

第３位

小野寺渉未③

２回戦敗退

木村 円香②

２回戦敗退

髙橋 由羽②

１回戦敗退

第４２回北鷗旗争奪剣道大会（５月５日：宮古市総合体育館）
男子団体 ２回戦 ×花巻北Ｂ １－１ 福岡〇（代表者戦負け）
２回戦 〇花巻北Ａ ５－０ 盛岡四Ｂ×
３回戦 〇花巻北Ａ ３－２ 盛岡北×
４回戦 ×花巻北Ａ ２－３ 盛岡南〇
女子団体 ２回戦 〇花巻北

５－０ 盛岡三×

３回戦 〇花巻北

３－０ 盛岡南Ｂ×

準決勝 〇花巻北

５－０ 宮古×

決勝 〇花巻北

３－０ 福岡×

※優勝（２７年ぶり２回目）
男子個人 伊東 悠吏①

２回戦敗退

金﨑 太陽②

１回戦敗退

女子個人 木村 円香②

４回戦敗退

小野寺渉未③

２回戦敗退

第５１回岩手県高等学校選抜剣道大会（５月１２日：県営体育館）
男子団体 １回戦 ×花巻北 － 福岡〇（２人残し）
女子団体 １回戦 ○花巻北（５人残し）－ 千厩×

※５人抜き賞 菅崎

舞③

２回戦 ○花巻北（１人残し）－ 宮古×
準決勝 ×花巻北 － 盛岡南〇（１人残し）
３位決定戦 ○花巻北（３人残し）－× 花巻南
※第３位
第７１回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技（５月２４日～２６日：県営武道館）
男子個人 阿部 玲惟① 決勝トーナメント敗退（ベスト８）
（東北大会出場）
牛崎 文也② ４回戦敗退（ベスト３２）
奥山 誠也② ４回戦敗退（ベスト３２）
伊藤 央恭② ３回戦敗退
上林

蓮① ３回戦敗退

佐々木一斗① ３回戦敗退
岩城 祐哉② １回戦敗退
青木 志光① １回戦敗退

女子個人 堀口 沙耶③ 決勝トーナメント敗退（ベスト８）
（東北大会出場）
山口ひまり② ４回戦敗退
大川 沙月③ ３回戦敗退
小野寺渉未③ ３回戦敗退
菅崎

舞③ ２回戦敗退

木村 円香② ２回戦敗退
髙橋 由羽② １回戦敗退
男子団体

予選リーグ ○花巻北５－０金ヶ崎×
○花巻北４－１盛岡市立×（予選リーグ１位通過）

決勝トーナメント一回戦 ○花巻北３－２水沢工業×
二回戦 ○花巻北３－２黒沢尻工業×
決勝リーグ ×花巻北０－２福岡〇
〇花巻北４－０宮古×
×花巻北１－４一戸〇（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３－２花巻南×
○花巻北５－０久慈東×（予選リーグ１位通過）

決勝トーナメント ○花巻北４－１千厩×
決勝リーグ

×花巻北１－４盛岡南○
×花巻北２－２白百合○（代表者戦負け）
〇花巻北３－２福岡×（決勝リーグ第３位）

※第３位（東北大会出場）
第６５回東北高等学校剣道選手権大会
男子団体

第５１回東北高等学校女子剣道選手権大会

予選リーグ ×花巻北１－２明桜〇
×花巻北０－４仙台育英〇（２敗 予選リーグ敗退）

男子団体

予選リーグ ○花巻北２－０柴田×
×花巻北０－４東奥義塾〇（１勝１敗 予選リーグ敗退）

男子個人

阿部 玲惟 ２回戦敗退

女子個人

堀口 沙耶 １回戦敗退

第９２回玉竜旗高校剣道大会
男子団体 ２回戦 〇花巻北－久留米大付設（４人残し）
３回戦 〇花巻北－倉敷商業（３人残し）
４回戦 ×花巻北－福岡常葉〇（５人残し）

第６２回岩手県高等学校剣道新人大会
男子個人 牛崎 文也② ４回戦敗退（ベスト１６）
奥山 誠也② ４回戦敗退（ベスト１６）
伊藤 央恭② ３回戦敗退（ベスト１６）
岩城 祐哉② ３回戦敗退（ベスト３２）
女子個人 山口ひまり② 準優勝
木村 円香② ２回戦敗退
髙橋 由羽② ２回戦敗退
男子団体 ２回戦 ○花巻北４－０盛岡市立×
３回戦 ×花巻北２－３江南義塾〇
※ベスト８
女子団体 ２回戦 ×花巻北２－２水沢○（本数負け）
※２回戦敗退

14.テニス
２０１９年

盛岡市民体育大会兼第７１回高総体テニス競技予選

（高校女子全県大会）
女子シングルス
小寺

杏菜① 第３位

菊池

虹② ベスト８

佐久間柚希望① ベスト８
小田島 鈴花③ ベスト１６
女子ダブルス
小寺杏菜①・佐久間柚希① 第３位
佐藤梓③・菊池虹② ベスト８
玉澤愛渚③・奥谷陽央里③ ベスト１６
小田島鈴花③・松井美優③ ベスト２４

第 40 回岩手県ジュニアテニス選手権大会兼全日本ジュニアテニス岩手県予選
Ｕ１８男子シングルス
坂本 陽② 第１０位
小原晴生② ベスト１２

和田倖有③ ベスト１６
熊谷快斗② ベスト３２
Ｕ１８男子ダブルス
坂本陽②・小原晴生② ベスト８
Ｕ１６男子シングルス
小田翔大① ベスト１２
大沼航大① ベスト１６
Ｕ１６男子ダブルス
小田翔大①・大沼航大①

ベスト４

Ｕ１８女子シングルス
菊池 虹② ベスト４（東北大会出場）
玉澤愛渚③ ベスト１６
松井美優③ ベスト１６
小田島鈴花③ ベスト２４
佐藤

梓③ ベスト２４

Ｕ１８女子ダブルス
佐藤梓③・菊池虹② ベスト４
Ｕ１６女子シングルス
小寺杏菜①

第３位（東北大会出場）

佐久間柚希① 第５位
Ｕ１６女子ダブルス
小寺杏菜①・佐久間柚希① 第２位（東北大会出場）

第７１回高総体テニス競技県大会
男子団体
１回戦
○花巻北２－１盛岡南×
２回戦
○花巻北２－１盛岡北×
準決勝
×花巻北０－２岩手
東北大会第３代表決定戦
×花巻北０－２盛岡第四
男子シングルス
坂本 陽② ベスト１６
小原晴生② ベスト１６
大沼航大① ベスト１６
小田翔大① ベスト３２
和田倖有③ ベスト３２
熊谷快斗② ベスト３２
馬立 春③ １回戦敗退

第３位 入賞

男子ダブルス
小田翔大①・大沼航大①

ベスト８

坂本 陽②・小原晴生② ベスト１６
和田倖有③・鈴木亮太③

ベスト１６

女子団体
２回戦 ○花巻北２－１盛岡第四×
準決勝 ×花巻北１－２盛岡第一○ 第３位入賞
女子シングルス
小寺

杏菜① ベスト８

菊池

虹② ベスト８

佐久間 柚希① ベスト１６
小田島 鈴花③ ベスト２４
女子ダブルス
小寺 杏菜①・佐久間柚希① 第３位
佐藤

梓③・菊池

虹② ベスト８

玉澤 愛渚③・奥谷陽央里③ ベスト１２
令和元年度 国体選考会
少年女子
小寺

杏菜① 第３位

菊池

虹② 第４位

佐久間 柚希① 第６位
第１４回 岩手県民テニス大会
少年男子 第３位 坂本

陽②

第３位 大沼 航 大①
東北ジュニアテニス選手権兼全日本ジュニア東北予選会
Ｕ１８女子シングルス
菊池虹② 本戦出場
Ｕ１６女子シングルス
小寺 杏奈① ベスト１６
佐久間柚希① 本戦出場
Ｕ１６女子ダブルス
小寺 杏菜①・佐久間柚希①
岩手県高体連テニス専門部
男子個人シングルス
小田 翔大① 第１位
大沼 航大① 第２位

ベスト８

１年生大会

女子個人シングルス
小寺

杏菜① 第１位

佐久間 柚希① 第２位
三嶋

里奈① 第３位

川村

虹奈① 第３位

女子団体 第１位
第 40 回ＮＨＫ杯オープンテニストーナメント ジュニアの部
（兼ＪＯＣ全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会岩手県予選会）
男子シングルス
小田 翔大①

ベスト８

坂本

陽②

ベスト 16

小原 晴生②

ベスト 16

大沼 航大①

ベスト 16

女子シングルス
菊池

虹②

第3位

小寺

杏菜①

ベスト８

佐久間 柚希①

ベスト 16

第 51 回岩手県高等学校新人テニス大会
男子団体
２回戦 ○花巻北 ４－１ 盛岡南
準決勝 ×花巻北 １－３ 岩手
順位決定戦
○花巻北 ３－０ 盛岡工業
×花巻北 ２－３ 盛岡第一
第３位 入賞
女子団体
２回戦 ○花巻北 ５－０ 盛岡北
準決勝 ○花巻北 ３－１ 盛岡白百合
決勝

○花巻北 ３－０ 盛岡第三

優勝（東北選抜大会第１代表）
個人戦
男子シングルス
坂本

陽②

ベスト８

大沼 航大①

ベスト８

小田 翔大①

ベスト１６

小原 晴生②

ベスト１６

熊谷 快斗②

ベスト３２

高橋 一矢②

ベスト３２

高橋 秀彰①

初戦敗退

菅原 徳晃②

初戦敗退

男子ダブルス
小田翔大①・大沼航大① 第３位
小原晴生②・坂本 陽② ベスト１６
熊谷快斗②・高橋一矢② ベスト１６
女子シングルス
小寺

杏菜① 第２位

佐久間 柚希① 第３位
菊池

虹② 第６位

吉田 ひなた① ベスト１６
川村

虹奈① べスト１６

三嶋

里奈① 初戦敗退

阿部 くるみ① 初戦敗退
女子ダブルス
菊池

虹②・小寺 杏菜②

優勝

佐久間 柚希①・三嶋 里奈①

第３位

吉田 ひなた①・髙橋 柚衣①

初戦敗退

第４２回全国選抜高校テニス大会東北地区大会
女子団体
１回戦

○花巻北 ４－１秋田商業（秋田第２代表）

２回戦

×花巻北 １－４寒河江 （山形第１代表）

順位決定戦
１回戦

○花巻北 ３－２盛岡第三（岩手第２代表）

２回戦

○花巻北 ３－１青森東 （青森第２代表）

３回戦（全国選抜代表決定戦）
×花巻北 ２－３八戸西 （青森第１代表）
最終順位 第６位
東北春季ジュニアテニス岩手県予選
男子シングルス
小田 翔大① 第３位 （東北大会出場権獲得）
坂本

陽② 第７位

大沼 航大① ベスト１２
小原 晴生② ベスト１６
熊谷 快斗② 初戦敗退

女子シングルス
小寺

杏菜① 第３位（東北大会出場権獲得）

菊池

虹② 第３位（東北大会出場権獲得）

佐久間 柚希① 第５位
吉田 ひなた① ベスト１２
川村

虹奈① 初戦敗退

東北インドアダブルス岩手県予選
男子Ｕ１８ダブルス
小田翔大①・八子慎太朗②（盛岡一） 第３位（東北大会出場権獲得）
小原晴生②・坂本

陽②

ベスト１２

熊谷快斗②・大沼 航大①

ベスト１２

女子Ｕ１８ダブルス
菊池

虹②・小寺杏菜① 第３位

佐久間柚希①・三嶋里奈① 第６位
吉田ひなた①・髙橋柚衣① ベスト３２
岩手県室内テニス選手権大会
×菊池虹②・小寺杏菜① ８（6）-９ 成谷優芽・八重樫瑠子
東北インドアテニス選手権大会
○小田翔大①・八子慎太郎（盛岡一高） ６－１ 大内・阿部（近江 TC）
×小田翔大①・八子慎太郎（盛岡一高） ４－６ 島村・野村（磐城高）
予選リーグ２位敗退

15.ソフトボール
16.アーチェリー
第２０回夏季みやぎ弓の里Ａ１カップ（５／５：宮城県登米市東和総合運動公園）
〇少年男子７０Ｍ団体 決勝トーナメント 第３位 （村上・菊池・澄川）
〇

３０Ｍ団体 決勝トーナメント 第２位 （藤原・菅沼・阿部）

第７１回岩手県高等学校総合体育大会 アーチェリー競技 （５／３１～６／１：岩手県雫石町）
〇男子団体 第２位 （村上・菊池・澄川・後藤）
〇女子団体 第２位 （田中・藤原・小原・菅沼）
〇男子個人 第３位 菊池

響③

第５位 村上

幸汰③

〇女子個人 第３位 田中

日和②

第５位 藤原

愛弓②

第６位 上林

日向子③

第３７回東北高等学校アーチェリー選手権大会 （６／２１～２３：山形県鶴岡市）
〇男子団体 第３位 （菊池・村上・後藤・澄川）
〇女子団体 第８位 （田中・藤原・上林・小原）
〇男子個人 第３位 後藤

健②

第５２回全国高等学校総合体育大会 （８／８～１０：熊本県八代市）
○男子個人 予選ラウンド出場 菊池 響③
○女子個人 予選ラウンド出場 田中 日和②
第４７回
第３４回東北高等学校アーチェリー選抜大会 （１１／９～１０：宮城県登米市）
○男子団体 第１位 （後藤、伊藤、髙橋、阿部）
○女子団体 第３位 （田中、菅沼、小原、柳沼）
○男子個人 第２位 後藤
ベスト８

健②
伊藤 涼祐②

ベスト１６ 髙橋 英知②
第３２回岩手県高等学校アーチェリー競技大会 （１１／２３：雫石町）
○男子団体 第２位 （後藤、伊藤、髙橋、阿部）
○女子団体 第１位 （田中、菅沼、小原、柳沼）
○男子個人 第２位 後藤

大会新記録

健②

第４位 伊藤

涼祐②

○女子個人 第２位 菅沼

莉優②

第３位 田中

日和②

17.吹奏楽
全日本吹奏楽コンクール第５７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５７回岩手県大会 金賞（県代表）
全日本吹奏楽コンクール第６２回東北大会 銅賞
全日本アンサンブルコンテスト第４０回岩手県大会予選花巻支部大会
フルート三重奏

金賞（代表）

クラリネット六重奏 金賞（代表）
サクソフォン三重奏 金賞
金管八重奏

金賞（代表）

金管四重奏

銀賞

打楽器五重奏

金賞

全日本アンサンブルコンテスト第４０回岩手県大会
クラリネット六重奏 金賞
金管八重奏

金賞

フルート三重奏

銅賞

18.英語
第３９回高校生英語弁論大会東北大会 優秀賞 高橋 心愛
令和元年度岩手県高等学校英語スピーチコンテスト

第４位 小原 香乃

19.文芸
第４２回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門 岩手県高等学校文芸コンクール
【部誌部門】

優秀賞（第２位相当）

【戯曲部門】

最優秀賞 佐々木晴③

【小説部門】

優秀賞

佐々木晴③

優良賞

菊池保絵③

【児童文学部門】優秀賞

佐々木晴③

入選

竹原夏希②

【短歌部門】

優秀賞

佐々木晴③

【随筆部門】

優良賞

佐々木晴③

【俳句部門】

入選

佐々木晴③・菊池保絵③

【詩部門】

入選

佐々木晴③

第４２回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門 第 30 回岩手県高校生読書体験記コンクール
優秀賞

佐藤蒼②

第３４回全国高等学校文芸コンクール
【小説部門】

優秀賞（全国３位） 佐々木晴③

【随筆部門】

優良賞（全国２位） 佐々木晴③

入選（全国１６位） 菊池保絵③

第１０回富士正晴全国高等学校文芸誌コンクール〈文芸誌甲子園〉
【文芸誌】 優秀賞（全国２位） 花北文学 62 号
【全国高校生文学賞】 大賞（全国１位） 佐々木晴③

20.合唱
第８６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール岩手県大会
第７１回全日本合唱コンクール岩手県大会

銀賞

銅賞

第２９回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト

銀賞

21.美術
第 42 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展第 57 回県下高校美術展
（令和元年 11 月 16 日～20 日）
【絵画部門】
入選 大原夏芽③
入選 宇夫方爽帆①
入選 鎌田真緒①

22.写真

第１０回夏季写真コンテスト
特賞

高橋柊里①

特賞

小田島理月②

入賞

小田島理月②

入賞

小田島ナウラ②

佳作

大和朱莉①

第４２回岩手県高文祭写真部門・第３８回岩手県高校写真展
最優秀賞（全国推薦） 小田島理月②
最優秀賞（全国推薦） 小田島ナウラ②
優秀賞

大和朱莉①

優良賞

小田島理月②

入選

高橋柊里①

令和元年度スライドフォトコンテスト
特賞

小田島 理 月②

入選

小田島 理 月②

入選

小田島 ナウラ②

※令和二年度

高知総文 推薦作品

高校写真展

最優秀賞

「旧盆の時」

小田島 理月②

高校写真展

３位

「交響曲第六番」

小田島ナウラ②

第４１回よみうり写真大賞

中高生フォト部門 佳作

小田島理月

23.茶道
24.軽音楽
25.囲碁将棋
平成３１年度第１回岩手県高等学校文化連盟将棋順位戦（2019 年 4 月 27 日）
Ｃ級 金矢翔太① 第１位

／４２名出場

第４１回岩手県高等学校将棋大会（2019 年 5 月 10～11 日）
男子個人戦
Ａ級 照井大貴② ベスト１６
Ｃ級 菅野太陽① 第４位

／５１名出場

／１０９名出場

第３２回全国高等学校将棋竜王戦岩手県予選（2019 年 7 月 5 日）
男子個人戦
Ａ級 照井大貴② ベスト１６ ／４８名出場

第３８回岩手県高等学校文化連盟将棋新人大会（2019 年 10 月 25～26 日）
男子個人戦
Ａ級 照井大貴② ベスト１６ ／４３名出場
Ｂ級 金矢翔太① 第５位

／７７名出場

26.放送
第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト岩手県大会

2019(令和元)年 6 月 3 日(月)-4 日(火)
岩手県盛岡市 岩手県民会館

・朗読部門
最優秀賞 釜本 慎ノ輔③
・創作ラジオドラマ部門
最優秀賞 作品名 「ウイルス星人」
第 43 回全国高等学校総合文化祭さが総文
・朗読部門
審査員特別賞

釜本

2019(令和元)年 7 月 31 日(水)-８月１日(木)
基山町総合体育館

慎ノ輔③

第 42 回岩手県高等学校総合文化祭 放送部門
第 37 回岩手県高等学校放送新人大会
2020（令和２）年 11 月 6 日
岩手県盛岡市 岩手県民会館

・ビデオメッセージ部門

優秀賞

「常夏の咖喱屋」

全国高等学校総合文化祭（高知大会）出場決定
・朗読部門
入選
堀江彩那 渡邉愛香 谷藤百香
・ラジオキャンペーン部門 優良賞 「Runners」

27.科学

