
 

  ６月１７日（水）関工では、短縮Ｄ時程で東北大会に出場する弓道部と卓球部の壮行

式が行われました。今年の県高校総体で優勝または準優勝したチーム及び個人が岩手県

の代表として東北大会に出場します。県内ではどの位の学校が全国大会や東北大会に出

場するのでしょうか？この県南地区では、一関工業だけで弓道と卓球、また、ラグビー

では３名の選手が全国大会の東北代表として推薦されています。 

 今日の壮行式では、「勝った者の責任として、また、岩手の代表として正々堂々と戦っ

てきてください。」と校長から激励の言葉が送られました。その後、応援団から校歌とエ

ールが送られ、弓道部キャプテンからは、「体配八節」を意識して大会に挑むこと、卓球

部キャプテンからは、代表としての誇りと責任を持って戦ってきたいと決意表明があり

ました。  頑張れ 関工 （＾－＾）   裏面に競技別結果を掲載しています。 

～ いま 関工がおもしろい ～ 

 

 高校総体の優勝及び準優勝の成果を示した横断幕 

 

 

 

 

 

 

 

      学校長激励の言葉             生徒会長激励の言葉 

 

 

 

 

 

 

 

     校歌とエールで激励            卓球部・弓道部から決意表明 

 

東北大会壮行式 弓道部 卓球部 

本気です。一関工業 

No、１２ 



＊原則として、優勝校は全国大会出場、準優勝校は東北大会出場する。 
 
第 67回(平成 27年度)岩手県高等学校総合体育大会 成績一覧 

                    第１位   第２位   第３位   第４位   
陸上競技          男子  盛岡南   盛岡第四  一関学院  水沢第一   
              女子  北上翔南 盛岡誠桜  盛岡第一  花巻北   
体操  体操競技  男子  盛岡南   専修大北上         
           女子＊一関学院 盛岡第二   花巻南      
    新体操    男子  盛岡市立           
                  女子  盛岡白百合 盛岡北         
バスケットボール  男子  盛岡市立   盛岡南  盛岡第三  一関第一      
                  女子  盛岡白百合＊一関学院  盛岡第三 盛岡市立      
バレーボール      男子  盛岡南    ＊一関修紅  不来方   盛岡第三      
                 女子  盛岡誠桜  盛岡第二  一関第一 盛岡市立      
卓球              男子  専修大北上 ＊一関工業  水沢    高田    
                  女子  大野      専修大北上  一関第一 盛岡市立      
ソフトテニス      男子  黒沢尻北  盛岡工業  盛岡第三  岩手      
                 女子  花巻南    黒沢尻北  高田      盛岡誠桜      
サッカー          男子  盛岡商業  遠野     専修大北上 花巻東      
                 女子  専修大北上 水沢    花北青雲   不来方      
ラグビー15人制   男子  黒沢尻工業 黒沢尻北  盛岡工業  宮古   
ハンドボール      男子  不来方     花巻北   盛岡第一   盛岡第四      
                 女子  不来方     花巻南   盛岡第二   盛岡白百合      
バドミントン      男子  前沢       花北青雲  水沢      水沢第一      
                  女子  花北青雲   前沢     盛岡第三   盛岡市立      
相撲                    平舘       盛岡農業 山田   
ボクシング             黒沢尻工業 盛岡南  江南義塾盛岡      
柔道              男子  盛岡南     岩手    盛岡中央    盛岡大附属      
                  女子  盛岡南   ＊一関学院 専修大北上 盛岡中央      
自転車        トラック 紫波総合  盛岡農業  水沢農業      
               ロード   紫波総合  盛岡農業         
ソフトボール      男子  盛岡中央   福岡      金ケ崎      
                 女子  花巻東   ＊大東      一関第一  千厩      
軟式野球                専修大北上 盛岡第一  一関第一  盛岡商業      
剣道              男子  福岡       花巻北    盛岡南    盛岡第一      
                  女子  盛岡南     福岡      花巻東    盛岡白百合      
弓道              男子＊一関工業   福岡      不来方    黒沢尻工業      
                  女子  不来方     盛岡第三  花巻北    黒沢尻北      
登山              男子  盛岡工業   盛岡第一  岩手      
                 女子  盛岡第一   盛岡南    平舘       
ヨットＦＪ級      男子  宮古商業   宮古         

女子  宮古商業   宮古  
ボート            男子  黒沢尻工業 雫石      山田      
ウエイトリフティング    岩谷堂   盛岡工業  久慈工業      
レスリング              種市     宮古商業  盛岡工業   
フェンシング      男子＊一関第二   北上翔南         
                  女子  北上翔南＊ 一関学院  一関第二      
テニス            男子  岩手       盛岡第三  盛岡四    盛岡南      
                  女子  盛岡第一   盛岡第四  盛岡第三  盛岡白百合      
ホッケー          男子  沼宮内     不来方         
                  女子  不来方     沼宮内         
空手道            男子  釜石       大船渡    釜石商工  宮古      
                 女子  釜石       大船渡    不来方    宮古      
アーチェリー      男子  盛岡工業   花巻北         
                  女子  花巻北    盛岡白百合         
なぎなた          女子  釜石商工  盛岡第二  一戸      
カヌー          男子  不来方             
                女子  不来方            
硬式野球          ＊一関学院  花巻東   盛岡大附属   水沢    
  

県南地区結果 
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大  東 １ 


