
岩手県立釜石高等学校 大会等報告 2020（全日制） 

2021.01.25現在 

★陸上競技部 

 ・夏季陸上競技会（7/4～7/5：北上陸上競技場） 

 男子 3000障害 12位 茂木 広夢 

 ・県選手権大会（7/24～7/26：北上陸上競技場) 

 男子 3000障害 21位 茂木 広夢 

 ・県高校新人陸上競技大会（9/11～9/13：北上陸上競技場） 

 女子 500mW 7位  石山友里花 

 ・秋季陸上競技大会（10/31～11/1：県営運動公園） 

 女子 500mW 2位  石山友里花 

 女子やり投げ 8位 藤原 南奈 

 

★空手道 

 ・全国高等学校空手道 形インターネットGP（6/21：オンライン） 

 第2R 高橋 栞里 

 ・全空連2020強化候補選手、高体連教科選手選考会（7/24：名古屋） 

 出場 高橋 栞里 

 ・県高校新人大会（10/17～10/18：宮古市民総合体育館） 

 （男子学校対抗） 形  準優勝 

             組手 優勝 

    （女子学校対抗） 形  優勝 

             組手 優勝 

    （男子個人対応） 組手 55キロ  優 勝 佐々木鉄馬 

                61キロ  優 勝 佐藤 蓮太 

                68キロ  準優勝 和田悠佑 

                76キロ  優 勝 似田貝尚人 

                     準優勝 岩間 武蔵 

                76キロ超 優 勝 鈴木 光 

    （女子個人対抗） 形       優 勝 佐藤 真鈴 

                     準優勝 藤原 充葉 

             組手 48キロ  優 勝 佐藤 真鈴 

                53キロ  優 勝 藤原 充葉 

                59キロ  優 勝 菊池 瑠唯 

                59キロ超 優 勝 女澤 美晴 

 ・第34回東北選抜空手道大会（1/21～1/23：天童市スポーツセンター） 

 （男子）  団体形  予選敗退 

   団体組手 2回戦 ０－４ 八戸学院野辺地西 

     代表決定戦 ３－２ 男鹿工業 

     代表決定戦 ０－３ 秋田工業 



   個人組手 55キロ  佐々木鉄馬 1回戦敗退 

     61キロ  佐藤 蓮太 1回戦敗退 

     68キロ  和田 悠佑 1回戦敗退 

     76キロ  似田貝尚人 1回戦敗退 

           岩間 武蔵  2回戦敗退 

     76キロ超 鈴木 光  第3位 

 （女子） 団体形  予選敗退 

   団体組手 2回戦 ２－３ 明の星 

     代表決定戦 ３－２ 能代 

     代表決定戦 ０－３ 天童 

   個人形   佐藤 真鈴，藤原 充葉 予選敗退 

   組手  48キロ  佐藤 真鈴 2回戦敗退 

     53キロ  藤原 充葉 第3位 

     59キロ  菊池 瑠唯 1回戦敗退 

     59キロ超 女澤 美晴 第3位 

 

★水泳 

・高校新人大会（9/25～9/26：県営屋内温水プール） 

 （男子）50mフリー予選第11位 石川 健太 

  50mフリー予選第15位 杉田  翔 

  50mフリー予選第22位 村木 稜汰 

  100mフリー予選第12位 石川 健太 

  100mフリー予選第14位 小笠原瑞記 

  100mフリー予選第20位 杉田  翔 

  100m平泳ぎ予選第18位 村木 稜汰 

  100m背泳ぎ予選第10位 小笠原瑞記 

  4×100mメドレーリレー予選第8位 小笠原瑞記・村木稜汰・石川健太・杉田翔 

  4×100mフリーリレー予選第8位 小笠原瑞記・村木稜汰・石川健太・杉田翔 

 （女子）50ｍフリー予選第13位  佐野華音 

  100ｍ背泳ぎ予選第8位  佐野華音 

  100ｍ平泳ぎ予選第9位  小野寺苑子 

  200ｍ個人メドレー第6位 小野寺苑子 

 

★バスケットボール 

・県高校選抜大会（10/23～10/25：一関市総合体育館） 

 （女子） 一回戦 釜石 24-139 一関修紅 

 ・県高校新人大会（1/22～1/23：花巻市総合体育館） 

    （男子） 一回戦 釜石 81-79 花巻南 

         二回戦 釜石 70-117 福岡 

 

 

 

 



★バレーボール 

・全日本選手権県予選会（10/31～11/3：盛岡タカヤアリーナ他） 

 （男子） 一回戦 釜石 0－2 不来方 

 （女子） 一回戦 釜石 1－2 久慈 

 ・県高校新人大会（1/21～1/24：奥州市総合体育館ほか） 

    （男子） 二回戦 釜石 0-2 一関修紅 

    （女子） 二回戦 釜石 2-1 岩手女子 

         三回戦 釜石 0-2 一関第一 

 

★卓球 

・高校新人大会（10/22～10/25：二戸市総合スポーツセンター） 

 （男子シングルス） 

  ２回戦 菊池賢太 3－0 盛岡三 

  ３回戦      0－3 専大北上 

  １回戦 宮守勇羽 1－3 水沢 

 （女子シングルス） 

  １回戦 加賀柚香 0－3 宮古 

 

★ソフトテニス（男子） 

 ・第26回宮古市協会長杯ソフトテニス大会（8/2～8/3：宮古市小山田テニスコート） 

 （団体戦）予選リーグ敗退 

 ・県高校新人大会気仙地区予選（8/25～8/26：大船渡市民テニスコート） 

 （団体戦：予選リーグ） 釜石 0－3 大船渡 

     釜石 0－3 高田 

    釜石 2－0 大船渡東 （県大会全校出場） 

 ・県高校新人大会（10/2～10/4：北上市和賀川グリーンパークテニスコート） 

 （団体戦） １回戦 釜石 0－3 専大北上 

 

★ソフトテニス（女子） 

 ・県高校新人大会気仙地区予選（8/25～8/26：大船渡市民テニスコート） 

 （団体戦）県大会出場（県推薦） 

 （個人戦） ベスト８（熊谷真悠子・大瀧結菜）県大会出場 

            ベスト８（小笠原柚紀・政木心南）県大会出場 

 ・県高校新人大会（10/2～10/4：北上市和賀川グリーンパークテニスコート） 

 （団体戦）２回戦   釜石 2－1 千厩 

   ３回戦   釜石 2－1 花北青雲 

   準々決勝  釜石 2－1 水沢 

   準決勝   釜石 1－2 大船渡 

   ３位決定戦 釜石 2－1 高田 

 （個人戦）ベスト16 熊谷真悠子・大瀧結菜 

              小笠原柚紀・政木心南 １回戦敗退 



 ・県連盟U-17・20選手選考大会（11/3：一関運動公園テニスコート） 

 （個人シングルス） 予選リーグ２位 熊谷真悠子 予選敗退 

     予選リーク２位 大瀧結菜  予選敗退 

 

★サッカー（男子） 

 ・2020岩手県U18サッカー大会（6/27：一関サッカー・ラグビー場） 

（１回戦） 釜石1(3PK4)1盛岡三 

 ・JFA U18サッカーリーグ岩手2020 iLEAGUE Division3-南部（7/11～9/21：県内各地） 

 釜石 4－1 釜石商工 

  釜石 2－0 千厩 

  釜石 4－1 高田 

 釜石 1－2 一関工業 

 釜石 15－0 大船渡東・大槌  第２位（４勝１負） 

 ・全国高校サッカー選手権岩手県大会（10/3～11/8：県内各地） 

 （１回戦） 釜石 4－1 高田 

 （２回戦） 釜石 1－2 一関第二 

 ・県高校新人大会（11/14～11/17：沿岸各地） 

 （２回戦） 釜石 2－1 宮古 

 （３回戦） 釜石 1－3 盛岡商業 

 

★サッカー（女子） 

 ・県高校新人大会（11/15～11/17：沿岸各地） 

 （１回戦）   合同 1－0 不来方 

 （２回戦）   合同 0－16 専大北上 

 （３位決定戦） 合同 0－1 花北青雲 

 

 

 

★ラグビー 

 ・全国高校ラグビーフットボール大会岩手県大会（9/5～9/6：八幡平市ラグビー場） 

 （１回戦） 釜石合同 26－0 宮古商工 

 （２回戦） 釜石合同 7－35 盛岡三 

 ・県高校新人大会（11/14：宮古市老木公園グランド） 

 （７人制の部：リーグ戦）釜石合同 22-14 水沢 

    釜石合同 29－0 大船渡東 （第１位） 

 

 

 

 

 

 

 



★バドミントン（男子） 

 ・県高校新人大会釜石気仙地区予選（9/25～9/26：釜石市民体育館） 

 （学校対抗）釜石 3－0 大船渡 

      釜石 0－3 釜石商工 第２位（県大会出場） 

  （個人ダブルス）押切晃也・山崎康世 第４位（県大会出場） 

 ・県高校新人大会（10/29～11/1：奥州市総合体育館） 

 （学校対抗）  ２回戦 釜石 1－3 一関第一 

  （個人ダブルス）２回戦 押切晃也・山崎康世 0－2 一関第二 

 

★バドミントン（女子） 

 ・県高校新人大会釜石気仙地区予選（9/25～9/26：釜石市民体育館） 

 （学校対抗）釜石 2－3 大船渡 

    釜石 3－2 釜石商工 

    釜石 3－1 大槌 第２位（県大会出場） 

 （個人ダブルス）澤田詩歩・小林由佳 ２位（県大会出場） 

 （個人シングルス）澤田詩歩 第４位（県大会出場） 

 ・県高校新人大会（10/29～11/1：奥州市総合体育館） 

 （学校対抗）２回戦 釜石 1－3 岩谷堂 

 （個人ダブルス）２回戦 澤田詩歩・小林由佳 0－2 一関第二 

 （個人シングルス）１回戦 澤田詩歩 0－2 盛岡第三 

 

★ボクシング 

 ・県高校新人大会（10/29～11/1：黒沢尻工業高体育館） 

 （男子１部）バンタム級   第３位 川崎泰輝 

 （女子学校対抗）      第３位 

 （女子１部）フライ級    第２位 菊池梢衣 

 （女子２部）ライトフライ級 第３位 鈴木佳穂 

 （女子演技の部）      第２位 佐々木 悠 

 

★ソフトボール（女子） 

 ・県高校新人大会（10/10：雫石町鶯宿グランド） 

（１回戦）釜石 0－20 宮古商工 

 

 

★剣道 

 ・県高校新人大会（11/6～11/7：花巻市総合体育館 

  （男子団体戦）１回戦 釜石 1－4 盛岡市立 

 （男子個人戦）１回戦 佐々 旭（１回戦敗退） 

 （女子団体戦）１回戦 釜石 2－2  本数負け 

 （女子個人戦）１回戦 田村佳澄（１回戦敗退） 

 



★弓道 

・県高校弓道通信錬成大会（5/23：釜石市民弓道場） 

 （男子）50射20中（個人通過者なし） 

 （女子）60射12中（個人通過者なし） 

 ・全国高校選抜大会県予選会釜石気仙地区予選（9/26：大船渡市民弓道場） 

 （男子）個人通過者なし 

 （女子）個人通過者なし 

 ・全国高校弓道大会県予選会（10/16・10/18：県営武道館） 

 （男子）36射7中 （個人通過者なし） 

 （女子）36射11中（個人通過者なし） 

 ・県新人大会釜石気仙地区予選会（11/1：大槌町営多目的体育館弓道場） 

 （男子）個人通過者なし 

 （女子）12射8中 亀井美冬（通過） 

 

★野球 

・夏季岩手県高等学校野球大会沿岸南地区予選（7/3～7/5：平田公演野球場） 

 １回戦 釜石 4－7 釜石商工（予選敗退） 

 ・秋季東北地区高等学校野球岩手県沿岸南地区予選（8/29～9/6：平田公園野球場） 

 １回戦 釜石 8－9 大船渡 

  敗者復活１回戦 釜石 4－5 住田（予選敗退） 

 

★吹奏楽 

 ・県高校吹奏楽大会2020（10/7：県民会館） 

 クラスＢ 金賞 

 ・全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会予選釜石気仙支部大会（12/20：釜石市民ホール） 

 木管三重奏、打楽器三重奏（県大会出場） 

 ・全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会（1/24：奥州市文化会館） 

    木管三重奏  銀賞 

    打楽器三重奏 銀賞 

 

★美術 

 ・県高総文祭美術工芸展（11/27～11/30：県民会館） 

 （絵画部門）  入選 千葉 風花 

 （デザイン部門）入選 佐々木菜緒 

 

★囲碁将棋 

 ・県高文連将棋新人大会（10/23～10/24：高校会館） 

 （男子個人戦Ａ級）ベスト８ 田中頼人 

 （男子団体戦Ａ級）ベスト８ 髙木柊・鈴木大介・田中頼人 

 

 



★その他 

・2020年度第23代高校生平和大使 

 太田 堅 

・国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール 

優良賞 白川 愛子「作ろう 私たちの未来」 

・JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト2020 

 須知 心愛「世界に花を咲かせるために」 

 土手 愛菜「一歩の勇気で」 

・県高校英語スピーチコンテスト（9/29：県民会館） 

 努力賞 押切 晃也 

 出 場 小林 菜央 

・県高総文祭文芸部門（10/16：県民会館） 

 （短歌の部） 入選 三浦 滉平 

 （俳句の部） 入選 佐々木翔大 


