
部活動名 月 日 大会名 会場 大会結果

4 25 高総体地区予選 大船渡市民テニスコート 個人戦(5組出場)　予選通過 1組　3C尾形元気・3C秋山勇大

4 29
第30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予選会

和賀川グリーンパーク ダブルス(3組出場)：初戦敗退　シングルス(3名出場)：3C尾形元気(3回戦ベスト32)

5 31～ 第71回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 和賀川グリーンパーク
個人戦　3C尾形元気・3C秋山勇大：初戦敗退
団体戦 一回戦vs江南義塾盛岡　3-0 二回戦vs高田高校　0-2

8 30 新人大会地区予選 大船渡市民テニスコート 個人戦(1組出場)　予選敗退

4 25～
第71回岩手県総合体育大会ソフトテニス競技
釜石気仙地区予選　個人

大船渡市民テニスコート 個人戦（5組出場）：予選敗退

6 1～ 第71回岩手県総合体育大会ソフトテニス競技　団体 北上市　和賀川グリーンパークテニスコート団体戦：一回戦敗退（１－②岩手女子）

8 30～
第64回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技
釜石気仙地区予選　個人

大船渡市民テニスコート 個人戦（2組出場）：予選敗退

10 21～ 第64回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技　団体 北上市　和賀川グリーンパークテニスコート団体戦：一回戦敗退（１－②久慈東）

5
25～
26

第71回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技 つなぎ多目的運動場
一回戦vs沼宮内高　　６－１
二回戦vs水沢高校　　０－６

10 4 第98回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会１Ｒ 県営運動公園サッカー場 一回戦vs水沢高校　　０－１

11
16～
17

第54回岩手県高等学校新人サッカー大会 県営運動公園サッカー場
一回戦vs大槌・岩谷堂・金ヶ崎連合　　６－１
二回戦vs遠野高校　　０－２

4～9 i-League U-18 Ｄ３　南部エリア 県内各地

第１節　○釜石商工　４－１　水沢農業●
第２節　○釜石商工　２－１　大槌高校●
第３節　●釜石商工　２－３　釜石高校○
第４節　○釜石商工　１－０　岩谷堂・金ヶ崎●
第５節　●釜石商工　３－５　水沢工高○
第６節　●釜石商工　１－５　千厩高校○
第７節　●釜石商工　１－５　一関工高●
第８節　○釜石商工　17－０　水沢農業●（不戦勝、得点は規定による）
第９節　●釜石商工　１－４　大槌高校○
第10節　●釜石商工　２－４　釜石高校○
第11節　○釜石商工　４－３　岩谷堂・金ヶ崎●
第12節　●釜石商工　１－３　水沢工高○
第13節　●釜石商工　１－３　千厩高校○
第14節　○釜石商工　２－１　一関工高●
（通算14戦６勝８敗、勝ち点18、最終順位６位／８チーム中）

岩手県営野球場
花巻球場
金ケ崎森山総合公園野球場
住田町運動公園野球場

岩手県営野球場
花巻球場
金ケ崎森山総合公園野球場

令和元年度　各種大会結果

2日vs大槌高校16-13日
vs高田高校7-8
5日vs大船渡東高校5-6

2回戦vs盛岡商業高校　１－４

１回戦vs大船渡東高校　２－３(E12)
代表決定戦vs大槌高校　１０－０(6c)県大会出場

1回戦vs釜石高校　２－１
２回戦vs専修大学北上高校　３－５

第72回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会

サッカー

ソフトテニス女子

ソフトテニス男子

野球

平田公園野球場、住田町運動公園野球場
第66回春季東北地区高等学校野球
岩手県大会沿岸南地区予選

2～5

第１０１回全国高等学校野球選手権岩手大会7 11～

8 ２３～ 第72回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸南地区予選

9 １４～



4 26 岩手県高総体地区予選 大槌町営多目的体育館弓道場
個人戦（男子13名、女子7名出場）
予選通過　男子　１位 MⅡ菊池朋樹、３位 ３C 髙堰　巧
　　　　　　　女子　３位 ３B 平野優花、５位 ３A 菅原柚水

4 29 第54回岩手県弓道釜石大会 釜石市民弓道場 高校男子　個人　３位　３Ｄ 川崎　樹

5 24～ 岩手県高総体 盛岡市県営武道館弓道場

女子団体　40射13中　予選敗退
男子団体　40射22中　準々決勝進出
男子個人　準決勝　ＭⅡ　菊池朋樹　４射皆中　12射10中　決勝進出
男子個人　決勝　ＭⅡ　菊池朋樹　８射５中　20射15中　順位なし
男子団体　準々決勝　20射11中　60射33中　準決勝進出ならず　ベスト16

9 15 第26回一関市長杯争奪花泉弓道大会 一関市　花泉弓道場
女子団体　24射15中　優勝、最優秀団体
　　（ＣⅡ中村綾香・ＣⅠ千葉　燿・ＣⅡ厚樂　凜）
女子個人　8射皆中　ＣⅡ　厚樂　凜　優勝、最優秀個人、射道優秀賞

9 28 全国選抜岩手県予選会地区予選 大船渡市民弓道場
個人戦（男子５名、女子８名出場
予選通過者　女子　ＣⅡ中村綾香

10 18～ 全国選抜岩手県予選会 盛岡市県営武道館弓道場
女子団体　36射13中　予選敗退
男子団体　36射18中　予選敗退

11 1 新人戦地区予選 大槌町多目的体育館弓道場

個人戦（男子５名、女子８名出場
予選通過者　女子　１位タイ　ＣⅠ小笠原奈那美
　　　　　　　　 男子　１位　    ＭⅡ菊池朋樹
　　　　　　　　　　　　 ２位　    ＭⅡ大向修斗

11 23 第19回釜石市民弓道大会 釜石市民弓道場
高校男子　優勝　ＭⅡ菊池朋樹
　　　　　　　３位　ＭⅡ大向修斗
高校女子　３位　ＣⅡ中村綾香

一回戦　第４試合
商工 vs 黒工
前半： 0-24
後半： 0-22
　 計： 0-46

敗者戦　第２試合
関工 vs 商工
前半： 7- 0
後半：12-14
 　計：19-14

5 23

一回戦　第３試合
盛工 vs 商工
前半：59-0
後半：54-0
　 計： 113-0

5 25 敗者戦　棄権(怪我人による人数不足)

5 26
ＡＢブロック入替戦　棄権(怪我人による人数不足)
Ｂブロックに降格

8 31
令和元年度全国高等学校総合体育大会
第９９回全国高等学校ラグビーフットボール大会岩手県大会

八幡平市ラグビー場

一回戦　第４試合(初戦敗退)
不来方 vs 商工
前半： 5- 7
後半：28- 7
　 計：33-14

弓道

4
アシックスカップ2019 6回全国高等学校
7人制ラグビーフットボール大会 岩手県予選

北上総合運動公園

第７１回岩手県高校総合体育大会ラグビーフットボール競技 八幡平市ラグビー場

27

ラグビー



11 7

予選リーグ戦Aグループ
商工 vs 花巻東
前半：12- 7
後半： 5-14
　 計：17-21
商工 vs 宮古工
前半：26- 7
後半：26- 7
　 計：52-14
1勝1敗で2位通過

11 8

決勝トーナメント
１回戦
商工 vs 大船渡東
前半：26- 0
後半：19- 7
　 計：45- 7
準決勝
商工 vs 盛岡北
前半：14-14
後半： 5- 0
　 計：19-14
決勝
花巻東 vs 商工
前半：17- 7
後半：19-12
　 計：36-19

4 27
高総体バドミントン競技
釜石気仙地区予選個人対抗ダブルス

釜石高校第一体育館
　　「男子」　　吉田有志（３Ｄ）・伊澤悠（ＭⅡ）　　　２位
　　「女子」　　三浦衣栞（３Ｂ）・内金崎珠深（３Ｂ）　１位

4 28
高総体バドミントン競技
釜石気仙地区予選個人対抗シングルス

釜石高校第一体育館

　　「男子」　　吉田有志（３Ｄ）　　　　　　　　　　　２位
　　「女子」　　三浦衣栞（３Ｂ）　　　　　　　　　　　１位
　　　　　　　　内金崎珠深（３Ｂ）　　　　　　　　　　３位

5 31
第71回岩手県高等学校総合体育大会
バドミントン競技　団体

一関市総合体育館
「男子」　二回戦　対盛岡第一　２－３
「女子」　二回戦　対一関修紅　３－２
　　　　　 三回戦　対水沢第一　０－３（ベスト１６）

6 1
第71回岩手県高等学校総合体育大会
バドミントン競技　個人対抗ダブルス

一関市総合体育館
「男子」　　吉田有志（３Ｄ）・伊澤悠（ＭⅡ）　 　　二回戦　対盛岡市立　１－２
「女子」　　三浦衣栞（３Ｂ）・内金崎珠深（３Ｂ）　二回戦　対西和賀　０－２

6 2
第71回岩手県高等学校総合体育大会
バドミントン競技　個人対抗シングルス

一関市総合体育館

「男子」　　吉田有志（３Ｄ）　　二回戦　対盛岡市立　０－２
「女子」　　三浦衣栞（３Ｂ）　　二回戦　対盛岡市立　２－０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三回戦　対花北青雲　０－２（ベスト１６）
　　　　　　 内金崎珠深（３Ｂ）　一回戦　対花北青雲　０－２

7 13
第６４回岩手県種目別バドミントン選手権大会
少年男女ダブルス

一関市総合体育館

「男子ダブルス」
　　熊谷成織弥（ＥⅡ）・中居林優斗（ＭⅠ）　二回戦　１－２　一関高専

　　村岡颯汰（ＭⅠ）・和田泰葵（ＥⅡ）　　　　一回戦　２－０　水沢農業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　二回戦　０－２　盛岡市立

「女子ダブルス」
　　三浦奈々（ＣⅡ）・萬かりん（ＣⅡ）　　　　　一回戦　０－２　花泉
　　及川愛莉（ＣⅠ）・川村莉乃（ＣⅠ）　　　 　二回戦　２－０　一関学院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　三回戦　０－２　水沢第一

バドミントン

宮古市老木公園グラウンド令和元年度岩手県高等学校新人大会　ラグビーフットボール競技



7 14
第６４回岩手県種目別バドミントン選手権大会
少年男女シングルス

一関市総合体育館

「男子シングルス」
　　伊澤悠（ＭⅡ）　　　　　　　　　　　       　　二回戦　０－２　黒沢尻北
　　中居林優斗（ＭⅠ）　　　　　　　　　     　　一回戦　２－１　盛岡北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　二回戦　０－２　前沢

「女子シングルス」
　　及川愛莉（ＣⅠ）　　　　　　　　　　　　       一回戦　０－２　盛岡四高
　　川村莉乃（ＣⅠ）　　　　　　　　　　　　       二回戦　０－２　盛大附属

8 17
令和元年度第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 　ダブルス

花巻市総合体育館

「男子ダブルス」
　　伊澤悠（ＭⅡ）・村岡颯汰（ＭⅠ）　　　　　二回戦　２－１　盛岡市立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三回戦　１－２　千厩

　　鎌田和気（ＭⅠ）・千葉将也（ＭⅠ）　　　　一回戦　０－２　盛大附属

「女子ダブルス」
　　及川愛莉（ＣⅠ）・川村莉乃（ＣⅠ）　　　 　一回戦　０－２　水沢

8 18
令和元年度第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 　シングルス

花巻市総合体育館

「男子シングルス」
　　伊澤悠（ＭⅡ）　　　　　　　　　　　       　　二回戦　２－１　水沢第一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三回戦　０－２　花北青雲

「女子シングルス」
　　川村莉乃（ＣⅠ）　　　　　　　　　　　　       二回戦　０－２　久慈東

11 1 第59回岩手県高等学校新人バドミントン大会　団体 奥州市総合体育館

「男子」　二回戦　対水沢一　　 ３－０
　　　　　 三回戦　対一関修紅　２－３（ベスト１６）
「女子」　一回戦　対岩手女子　３－１
　　　　　 二回戦　対北上翔南　０－３

11 2 第59回岩手県高等学校新人バドミントン大会　個人対抗ダブルス 奥州市総合体育館

「男子」　伊澤悠（ＭⅡ）・村岡颯汰（ＭⅠ） 　二回戦　対一関高専　２－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三回戦　対前沢　　　　１－２（ベスト１６）
　　　　　　熊谷成織弥（ＥⅡ）・千葉将也（ＭⅠ） 　二回戦　対前沢　　　　０－２
　　　　　　中居林優斗（ＭⅠ）・鎌田和気（ＭⅠ）　二回戦　対盛岡市立　０－２

11 3 第59回岩手県高等学校新人バドミントン大会　個人対抗シングルス 奥州市総合体育館
「男子」　 村岡颯汰（ＭⅠ）　　　二回戦　対花北青雲　０－２
　　　　　　伊澤悠（ＭⅡ） 　　　　二回戦　対花北青雲　０－２
　　　　　　中居林優斗（ＭⅠ） 　一回戦　対前沢　　　　０－２

5 24～27第71回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 花巻市総合体育館
二回戦　釜石商工　２（２５－２３・２５－２３）０　岩手
三回戦　釜石商工　０（１１－２５・６－２５）２　一関修紅　　ベスト１６

9 26～27
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 釜石・気仙地区予選会

住田町生涯スポーツセンター

釜石商工　２（２５－１０・２５－１４）０　高田高校
釜石商工　２（２５－１１・１７－２５・２５－２３）１　大船渡高校
釜石商工　２（２５－１７・２７－２５）０　大船渡東高校
釜石商工　２（２５－１２・２５－１８）０　釜石高校　１位通過　地区予選20連勝（３連
覇）

11 2～4
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

矢巾町民総合体育館 釜石商工　１（１３－２５・２５－２１・２１－２５）２　黒沢尻北高校

9 26、27
第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会
岩手県予選会釜石・気仙地区予選

住田町生涯スポーツセンター

釜石商工・大船渡東　０（５－２５　３－２５）２　高田
釜石商工・大船渡東　０（１３－２５　３－２５）２　大船渡
釜石商工・大船渡東　２（２８－２６　２５－１２）０　釜石
釜石商工・大船渡東　２（２５－２０　２５－５）０　大槌
釜石商工・大船渡東　２（２５－１０　２５－２）０　住田　　３位通過

11 2 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 雫石町営体育館 釜石商工・大船渡東　０（７－２５　５－２５）２　一関修紅

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子

バレーボール女子



4 27 宮古・釜石・気仙地区記録会 宮古市陸上競技場

【男子100m】澤田駿（３C）12.46追風参考
【男子200m】澤田駿（３C）25.50追風参考　　菊池健太（EⅡ）25.39追風参考
【女子100m】千田愛梨（３B)13.79追風参考　　　中　萌々亜（CⅡ）15.75追風参考
【女子100mH】千田愛梨（３B）20.06
【女子400mH】千田愛梨（３B）80.70
【女子800m】三嶋瑛菜（３B）3'15'92　　　佐々木唯（CⅡ）2'54"39
【女子砲丸投】佐々木菜桜（３B）7ｍ65

5 11 岩手県春季陸上競技大会 北上陸上競技場

【男子100m】澤田　駿（3C）12”71　　　　菊池健太（EⅡ）12”50
【男子200m】澤田　駿（3C）25”93　　　　菊池健太（EⅡ）25”37
【女子100m】千田愛梨（3B）14”00　　　中萌々亜（CⅡ）15”48
【女子200m】中萌々亜（CⅡ）32”57
【女子800m】三嶋瑛菜（3B）3’02”69　　佐々木唯（CⅡ）2’52”03
【女子1500m】三嶋瑛菜（3B）6’49”29　　佐々木唯（CⅡ）6’18”48
【女子400ｍH】千田愛梨（3B）1’14”18　（8位）
【女子砲丸投】佐々木菜桜（3B）8ｍ03

5 23 高総体陸上競技 北上陸上競技場

【男子100m】澤田　駿（3C）12”49　　菊池健太（EⅡ）12”10追風参考
　佐々木人和（MⅠ）13”35
【男子200m】澤田　駿（3C）25”85　　菊池健太（EⅡ）25”27
　石村一樹（MⅠ）27”74
【男子400m】石村一樹（MⅠ）65”37
【男子4×100mR】菊池健太　佐々木人和　澤田駿　石村一樹　49”16
【女子100m】千田愛梨（3B）13”70
中萌々亜（CⅡ）14”65追風参考　　菅原来美（CⅠ）14”41
【女子200m】中萌々亜（CⅡ）32”03　　山下玖鈴亜（MⅠ）31”99
【女子800m】三嶋瑛菜（3B）2’57”74　　佐々木唯（CⅡ）2’47”52
【女子1500m】三嶋瑛菜（3B）6’44”47　　佐々木唯5’55”39
【女子100mH】千田愛梨（3B）19"32
【女子400ｍH】千田愛梨（3B）73”71
【女子砲丸投】佐々木菜桜（3B）8m12

7 5 岩手県選手権大会 北上陸上競技場

【男子100m】菊池健太（E2）12”30　　石村一樹（M１）13”56
佐々木人和（M１）12”97
【男子200m】佐々木人和（M１）26”93　石村一樹（M１）27”27
【女子100m】千田愛梨(３B)13”92　　中萌々亜(C2)15”11
山下玖鈴亜(C1)14”76
【女子200m】山下玖鈴亜(C1)30”89　　中萌々亜(C2)31”85
菅原来美(C1)30”19
【女子800m】佐々木唯(C2)2’45”56
【女子400mH】千田愛梨(3B) 1’14”90
【女子円盤投】佐々木菜桜(3B) 14m00
【女子砲丸投】佐々木菜桜(3B) 8m00
【女子４×100mR】山下久鈴亜・中萌々亜・菅原来美・千田愛梨　54”86

陸上競技部



9 6 新人大会 北上陸上競技場

【男子100m】菊池健太（E2）12.15（自己新）　　石村一樹（M１）13.42
佐々木人和（M１）12.87
【男子200m】菊池健太（E2）25.31
【男子400m】佐々木人和（M１）　60.84
【女子100m】中萌々亜(C2)　15.27　　菅原来美(C1)　14.40
【女子200m】中萌々亜(C2)　31.62　　菅原来美(C1)　30.23
【女子400】山下久鈴亜(M1)　1:11.25
【女子400mH】山下久鈴亜(M1) 1:21.59
【女子円盤投】佐々木唯(C2) 17m54
【女子やり投げ】佐々木唯(C2) 22m75
【女子４×100mR】山下久鈴亜・中萌々亜・佐々木唯・菅原来美　56.87

11 3 ２０１９　岩手県秋季陸上競技大会 北上陸上競技場

【男子100m】菊池健太（E2）　12.33
【男子200m】菊池健太（E2）25.26
【女子400m】山下久鈴亜(M1)　1:16.45
【女子400mH】山下久鈴亜(M1) 1:23.36

8 4 ベイチャレンジ1ｓｔ（宮古） 宮古市陸上競技場
【男子100ｍ】菊池　健太（Ｅ２）11.83（追風参考）第3位入賞
【女子100ｍ】山下　玖鈴亜（Ｍ１）14.65（追風参考）
【女子400ｍ】山下　玖鈴亜（Ｍ１）1.13.25

一回戦
釜石商工　７９　vs　４７　宮古水産

二回戦

水沢工業　７３　vs　５７　釜石商工

釜石商工　６６－７５　山田

釜石商工　４３－４４　大槌

釜石商工　４８－９６　宮古

釜石商工　５９－６０　岩泉

釜石商工　３７－８６　宮古商業

釜石商工　５０－７０　宮古水産

5 30 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 江刺西体育館 二回戦　釜石商工　４０－７８　不来方

釜石商工　１２－１３３　釜石

釜石商工　２２－１０５　宮古水産　

釜石商工・大槌　３４－７１　山田

釜石商工・大槌　３４－７７　宮古商業

8 3 令和元年度三陸沿岸高等学校選抜バスケットボール大会 釜石商工高校体育館 釜石商工　２１－１１０　大船渡

9 28、29第40回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会釜石気仙地区予選 夢アリーナたかた
釜石商工　２１－７７　大船渡
釜石商工　１２－１２０　釜石

11 3、4 第65回岩手県高等学校新人バスケットボール大会 釜石商工高校体育館
釜石商工　２４－９１　大船渡
釜石商工　１９－８８　大船渡東
釜石商工　１５－１２９　高田

5 25, 26 第７１回岩手県高等学校総合体育大会　空手道競技 岩手県営体育館 男子団体組　第３位　男子個人組手　　鹿本勁雅ベスト８

5 19 第５１回岩手県空手道選手権大会 岩手県営体育館 男子団体組　第３位

10 26 第３７回新人空手道大会 宮古市民総合体育館 男子団体組　第３位、男子個人組手(-61kg級)　第２位　鹿本勁雅　

1 25 第３３回東北高等学校空手道選抜大会 福島県郡山総合体育館 出場

なぎなた

6 1 第７１回岩手県高等学校総合体育大会なぎなた競技 盛岡体育館
個人戦　　　石川 　●ー○　中村（盛二）
演技　古川・山﨑　●ー○　瀧澤・東山（一戸）

ワープロ部

5 25 令和元年度岩手県高等学校ワープロ競技大会 盛岡商業高等学校 団体　9校中6位

6 19 令和元年度　夏季写真コンテスト Silent forest　CⅡ佐　々　希　星　佳作
9 24 第42回岩手県高等学校総合文化祭・第38回高校写真展 岩手県民会館 休日　CⅡ佐々希星　　一次審査突破　入賞せず

バスケットボール部男子

バスケットボール部　女子

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 江刺西体育館305

134 2019　ＩＢＡ　Ｕ18リーグ第１節

2019　ＩＢＡ  Ｕ18リーグ第４節　

2019　ＩＢＡ  Ｕ18リーグ第５節　

4

5 5 2019　ＩＢＡ  Ｕ18リーグ第３節　

2019　ＩＢＡ  Ｕ18リーグ第２節　

写真

空手道部

釜石高校体育館

宮古水産高校体育館

釜石商工高校体育館

釜石高校体育館

釜石商工高校体育館

21

6

7 6

29



4 25 歓迎公演 本校
5 11 創立10周年記念祝賀会 陸中海岸グランドホテル
7 20 パシフィックネーションズカップ　いわて・かまいしラグビーファンゾーン 釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ　
8 5～7 STAND UP SUMMIT/FESTIVAL 2019 東京ビッグサイト
9 30 カシミア高校ウェルカムセレモニー 釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ　

10 6 虎舞フェスティバル 釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ　
10 11 第42回岩手県高等学校総合文化祭　　郷土芸能発表会　 北上市交流文化センター　さくらホール 優秀賞（１席）　全国高等学校総合文化祭　出場

11 2
ラグビーワールドカップ２０１９
いわて・かまいしラグビーファンゾーン　クロージングセレモニー

釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ　

12 1 とうほくgenki創生プロジェクトin盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡NEW　WING

12 14
B3リーグ釜石開催　岩手ビッグブルズ対金沢武士団
オープニングセレモニー

釜石市民体育館

7 6
令和元年度全日本吹奏楽コンクール第57回岩手県大会予選
沿岸地区大会

釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ 高等学校小編成の部　銀賞（11校中6位）

12 21
令和元年度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

釜石市民ホール　ＴＥＴＴＯ 銅賞

総合情報科 7 20 令和元年度（第４９回）岩手県高等学校生徒商業研究発表大会 胆江地区勤労者教育文化センター 優良賞

美術 11 20 岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展絵画部門 岩手県民会館 入選（３年Ｂ組黒沢紗那）

虎舞委員会

吹奏楽


