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令和元年度 主な大会記録  
 

【運動部】 
〈水泳部〉                       

■第 71 回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技大会 

【男子 200m 自由形】第４位 武元直大（東北出場） 

         第７位 大矢渓心（東北出場） 

【男子 400m 自由形】第８位 武元直大（東北出場） 

【男子 1500m 自由形】第８位 五内川和歩 

【男子 100m 平泳ぎ】第７位 菊池遥斗（東北出場） 

【男子 200m 平泳ぎ】第８位 菊池遥斗（東北出場） 

【男子 400m リレー】第８位 武元・大矢・菊池・多田 

（東北出場） 

【男子 800m リレー】第７位 武元・五内川・菊池・大矢

（東北出場） 

【男子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】第７位 武元・大矢・菊池・五内川 

（東北出場） 

【女子 50m 自由形】第１位 及川羽藍（東北出場） 

【女子 100m 自由形】第１位 及川羽藍（東北出場） 

          第３位 幅野理乃（東北出場） 

【女子 200m 自由形】第３位 幅野理乃（東北出場） 

【女子 800m 自由形】第６位 小原琴美 

【女子 100m 背泳ぎ】第１位 小野寺彩華（東北出場） 

【女子 200m 背泳ぎ】第３位 小野寺彩華（東北出場） 

【女子 200m 平泳ぎ】第６位 岩井紅葉（東北出場） 

【女子 400m リレー】第２位 幅野・及川・岩井・小野寺

（東北出場）  

【女子 800m リレー】第２位 及川・幅野・小野寺・岩井

（東北出場）  

【女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】第２位 小野寺・岩井・幅野・及川 

   （東北出場） 

【学校対抗女子総合】 第２位 

■第 67 回東北高等学校選手権大会 

【女子 50m 自由形】第１位 及川羽藍 (全国出場) 

【女子 100m 自由形】第２位 及川羽藍(全国出場) 

【女子 200m 背泳ぎ】第２位 小野寺彩華(全国出場) 

■第 87 回日本高等学校選手権水泳競技大会 

【女子 50m 自由形】予選 及川羽藍 

【女子 100m 自由形】予選 及川羽藍  

【女子 200m 背泳ぎ】予選 小野寺彩華 

■第 74 回国民体育大会水泳競技大会 

【女子 50m 自由形】予選 及川羽藍  

【女子 100m 自由形】予選 及川羽藍  

■第 57 回岩手県高等学校新人水泳競技大会 

【男子 100m 平泳ぎ】第４位 菊池遥斗（東北出場） 

【男子 200m 平泳ぎ】第４位 菊池遥斗（東北出場） 

【女子 100m 自由形】第１位 幅野理乃（東北出場） 

【女子 200m 自由形】第２位 幅野理乃（東北出場） 

【女子 400m リレー】第４位 幅野・岩井・小原・杉田 

（東北出場）  

【女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】第４位 岩井・杉田・幅野・小原

（東北出場）  

【学校対抗女子総合】 第４位 

 

 

〈バレーボール部〉                   

■第 71 回岩手県高等学校総合体育大会 

【男子】第 1位（7 年ぶり 14 回目） 

■第 55 回東北高等学校バレーボール選手権大会兼 NHK

杯大会 

【男子】2回戦進出 

■令和元年度全国高等学校総合体育大会 

【男子】決勝トーナメント進出 

■第 74 回国民体育大会（岩手県選抜） 

【少年男子】出場 

■第 74 回国民体育大会ビーチバレー種目（岩手県選抜） 

【少年男子】出場 

■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 

【男子】第 1位（2 年ぶり 14 回目）（全国出場） 

■第 72 回全日本バレーボール高等学校選手権大会 

【男子】ベスト１６ 

■第 67 回岩手県高等学校新人バレーボール大会 

【男子】第 1位（3 年連続 12 回目）（東北出場） 

■第 9回東北新人バレーボール選手権大会 

【男子】出場 

 

 

〈ハンドボール部〉                   

■第 7１回岩手県高等学校総合体育大会 

【男子】第１位（22 年連続 24 回目） 

【女子】第 1位（5 年連続 15 回目） 

■第 72 回東北高等学校選手権大会 

【男子】第１位（３年連続 17 回目） 

【女子】第 1位（２年ぶり 11 回目） 

■全国高等学校総合体育大会 

【男子】二回戦進出 

【女子】三回戦進出 

■第 74 回国民体育大会（岩手県選抜） 

【少年男子】出場 

【少年女子】出場 

■第 62 回岩手県高等学校新人大会 

【女子】第１位（６年連続１５回目） 

【男子】第１位（４年連続２４回目） 

■第 43 回全国高等学校選抜大会岩手県予選会 

【男子】第１位（４年連続２５回目） 

【女子】第 1位（13 年連続 18 回目） 

■第 43 回東北高等学校ハンドボール選抜大会 

【男子】第 1位（3 年連続 18 回目）（全国出場） 

【女子】第 3位（全国出場） 

 

 

〈サッカー部〉                    

■第 7１回岩手県高等学校総合体育大会 

【男子】第 3位 

【女子】第 2位 

■第 98 回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会予選 

【男子】第３位 

■第 28 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 岩

手大会 

【女子】第 2位（東北出場） 

■第 54 回岩手県高等学校新人サッカー大会 

【男子】ベスト８ 

■第 28 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 東北

大会 

【女子】出場 
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■高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2019 i.LEAGUE 

【男子】 

DⅠ：【第 3位】不来方 1st 6 勝 4 分 4敗  

 DⅢ：【第 3位】不来方 3nd 8 勝 1 分 7 敗  

 

 

〈ラグビー部〉                     

■アシックスカップ 2019 第 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 

第５位 

■第 7１回岩手県高等学校総合体育大会 

【Ａブロック】第５位 

（不来方・盛岡南・花巻東との合同チームで出場） 

■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 

ベスト 8 

■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 

【Ｂブロック】第１位 岩手県ベスト 8 

（不来方・盛岡第三高校との合同チームで出場） 

（岩手高校と同点、両校優勝） 

 

 

〈ホッケー部〉                   

■第 7１回岩手県高等学校総合体育大会 

【男子】第 2位 

【女子】第 1位（2 年連続 13 回目） 

■第 48 回東北高等学校ホッケー選手権大会 

【男子】出場 

【女子】第 1位 

■全国高等学校総合体育大会東北地区予選会 

【女子】インターハイ第１代表 

■令和元年度全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大

会 

【女子】二回戦進出 

■第４６回東北総合体育大会ホッケー競技（岩手県選抜） 

【男子】第 1位 

【女子】第 1位 

■第７４回国民体育大会（岩手県選抜） 

【男子】第４位 

【女子】第５位 

■令和元年度東北高等学校選抜ホッケー大会 

【男子】出場 

【女子】第 1位 

■第５１回全国高等学校選抜ホッケー大会 

【女子】二回戦進出 

 

 

〈柔道部〉                       

■第 71 回岩手県高等学校総合体育大会 

【女子団体】第 2位（東北出場） 

【男子個人 66kg 級】ベスト 16 岡本草太  

【男子個人 73kg 級】ベスト 8 高橋遼成  

【男子個人 81kg 級】ベスト 8 小船秀斗  

【男子個人 90kg 級】第 4位 滝田航也（東北出場） 

【女子個人 48kg 級】第 2位 金子能亜（東北出場） 

ベスト 8 藤澤咲良・酒匂榛 

ベスト４ 杉浦叶笑 

【女子個人 52kg 級】ベスト 8 髙田ほくと、金子紗来、

川村ひより、大久保琴美 

【女子個人 57kg 級】ベスト 8 田代万理奈、西村美樹 

第 4位 工藤楓花  

【女子個人 63kg 級】第 4位 川村琴乃  

■第 69 回東北高等学校柔道大会（宮城県大崎市） 

【女子個人 48kg 級】東北第 3位 金子能亜 

■第 22 回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会東

北予選会（青森県八戸市） 

【女子個人 52kg 級】出場 髙田ほくと  

■第 52 回岩手県高等学校１．２年体重別柔道選手権大会 

【女子 48kg 級】第 2位 藤澤咲良 

ベスト 8 大久保琴美  

ベスト 8 酒匂榛  

【女子 52kg】第 1位 髙田ほくと 

第 2位 川村ひより 

ベスト 8 金子紗来 

【女子 57kg】第 1位 工藤楓花 

ベスト 4 田代万里奈 

【1年男子 66kg】ベスト 16 柏山漢太 

【1年男子 81kg】ベスト 4 高橋遼成 

【2年男子 66kg】ベスト 8 岡本草太 

■第 64 回岩手県高等学校新人柔道大会 

【女子団体戦】準優勝 

【男子個人 66kg 級】ベスト 16 岡本草太 

【男子個人 81kg 級】第 3位 高橋遼成 

【女子個人 48kg 級】第 2位 藤澤咲良 

       第 3 位 酒匂榛 

【女子個人 52kg 級】第 1位 髙田ほくと 

       第 2 位 川村ひより 

第 3位 金子紗来  

【女子個人 57kg 級】第 1位 工藤楓花 

 ベスト 8 田代万里奈 

■第 42 回全国高校柔道選手権大会岩手県大会 

【女子団体】準優勝 

【女子個人 48kg 級】第 2位 藤澤咲良（東北出場） 

第 3位 酒匂榛 

【女子個人 52kg 級】第 1位 髙田ほくと（東北･全国出場） 

第 2位 川村ひより（東北出場） 

第 3位 金子紗来 

【女子個人 57kg 級】第 1位 工藤楓花（東北・全国出場） 

■第 42 回全国高校柔道選手権東北大会 

【女子団体】２４チーム中 ベスト８ 

【女子個人 48kg】第 3 位藤澤咲良 

 

 

〈空手道部〉                     

■第 7１回岩手県高等学校総合体育大会 

【女子個人形】第 5位 小野寺奈美（東北大会出場） 

【男子個人形】第 2 位 駒田悠翼（東北大会・インター

ハイ・ミニ国体出場） 

【女子個人組手】第 5 位 畠山真穂華（東北大会出場） 

【女子団体組手】第 2 位 畠山真穂華・小野寺奈美・ 

菊地舞桜・菊池音羽・佐藤芙香（東北大会出場） 

■第 41 回東北高等学校空手道選手権大会 

【男子個人形】ベスト 8 駒田悠翼  

【女子団体】ベスト 8 畠山真穂華､小野寺奈美､菊池音羽､

菊地舞桜､佐藤芙香 
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■第 37 回岩手県高等学校新人空手道大会 

【女子団体形】第 5位 菊地舞桜、菊池音羽、田山美月   

【女子個人形】第 3位 小野寺奈美（東北出場） 

       第 5 位 佐藤芙香     

【女子団体組手】第 3 位 菊池舞桜、菊池音羽、 

田山美月、小野寺奈美、佐藤芙香 

【女子個人組手 53kg 級】第３位 小野寺奈美、菊池音羽  

【男子個人組手 68kg 級】第３位 鎌田玲央 

 

 

〈弓道部〉                      

■第６１回岩手県弓道選手権大会 

【２部 高校女子】 第 1位 小野寺レナ 

■第 11 回岩手県高等学校弓道遠的選手権大会 

【男子団体】第 3位 

【女子団体】第 1位 

■第 38 回全国選抜大会岩手県予選会 

【男子団体】第 3位 

■第 58 回岩手県高等学校新人大会 

【男子団体】第 1位（東日本大会出場） 

 

 

〈カヌー部〉                     

■第７１岩手県高等学校総合体育大会 

【男子 500m】 

〈カヤックシングル〉第１位 田中大暉 

第２位 米澤雅遙 

第３位 伊藤匠人 

〈カヤックペア〉第１位 芳賀・米澤 

第２位 中村・伊藤 

        第３位 抱石・舘澤 

〈カヤックフォア〉第１位 田中・伊藤・芳賀・米澤 

         第２位 中村・抱石・藤原・舘澤 

〈カナディアンシングル>第１位 小西星成 

第２位 吉田翔栄 

第３位 浜口 晋 

〈カナディアンペア〉第１位 小西・吉田 

第２位 武田・浜口 

〈カナディアンフォア〉第１位 小西・武田・浜口・吉田 

【女子 500ｍ】 

〈カヤックシングル〉第１位 五十嵐陽世 

第２位 阿部紗姫 

第３位 小田和咲 

〈カヤックペア〉第１位 五十嵐・阿部 

第２位 小田(和)・木村 

        第３位 水本・錠前 

〈カヤックフォア〉第１位 小田(和)・水本・五十嵐・木村 

         第２位 阿部・錠前・藤原・小田(結) 

■第 22 回東北高等学校カヌースプリント選手権大会 

【男子 500ｍ】 

〈カヤックフォア〉第５位 田中・伊藤・芳賀・米澤 

〈カナディアンシングル〉第５位 小西星成 

〈カナディアンフォア〉第４位 小西・武田・浜口・吉田 

【女子 500ｍ】 

〈カヤックペア〉第６位 五十嵐・阿部 

〈カヤックフォア〉第４位 小田(和)・水本・五十嵐・木村 

■全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会 

【男子 500ｍ】 

〈カナディアンペア〉第９位 小西・吉田 

■第 10 回岩手県高等学校新人カヌースプリント選手権

大会 

【男子 500ｍ】 

〈カヤックシングル〉第１位 米澤雅遙 

第２位 芳賀倫太郎 

第３位 伊藤匠人 

〈カヤックペア〉第１位 伊藤・米澤 

第２位 芳賀・舘澤 

        第３位 抱石・藤原 

〈カヤックフォア〉第１位 伊藤・芳賀・米澤・舘澤 

〈カナディアンシングル〉第１位 吉田翔栄 

第２位 浜口 晋 

第３位 武田周飛 

〈カナディアンペア〉第１位 浜口・吉田 

第２位 武田・藤原 

〈カナディアンフォア〉第１位 武田・浜口・吉田・藤原 

【女子 500ｍ】 

〈カヤックシングル〉第１位 錠前羽瑠 

第２位 木村桜子 

第３位 藤原聡子 

〈カヤックペア〉第１位 木村・錠前 

第２位 藤原・小田 

        第３位 小岩・高橋 

〈カヤックフォア〉第１位 木村・錠前・藤原・小田 

■第 74 回国民体育大会夏季大会 

【男子 500ｍ】 

〈カヤックシングル〉第６位 田中大暉 

【男子 200ｍ】 

〈カヤックシングル〉第４位 田中大暉 

【女子 500ｍ】 

〈カヤックシングル〉準決勝６位 五十嵐陽世  

【女子 200ｍ】 

〈カヤックシングル〉準決勝４位 五十嵐陽世 

■第 10 回東北高等学校新人カヌースプリント選手権大

会 

【男子 500ｍ】 

〈カヤックペア〉第５位 伊藤・米澤 

〈カヤックフォア〉第４位 伊藤・芳賀・米澤・舘澤 

〈カナディアンシングル〉第３位 吉田翔栄 

〈カナディアンペア〉第３位 武田・藤原 

【女子 500ｍ】 

〈カヤックペア〉第５位 木村・錠前 

〈カヤックフォア〉第３位 木村・錠前・藤原・小田 
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令和元年度 主な大会記録  
 

【文化部・学系・委員会等】 
〈書道部〉                      

■第 17 回高校書道コンクール 

【奨励賞】北舘雪音 

■第 15 回岩手日報高校書展 

【入選】髙橋沙季、高橋志織、佐藤楓音、佐藤有寧子、

北舘雪音、山口夢香 

■第 20 回高校生国際美術展 

【奨励賞】髙橋沙季 

■第 24 回全日本高校・大学書道展 

【準優秀賞】髙橋沙季、天摩栞乃、山口夢香 

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭書道部門 

〈第１種 漢字・仮名の部〉 

【奨励賞】山口夢香 北舘雪音 天摩栞乃 

〈第２種 漢字・仮名の部〉 

【秀作賞】早坂しずく 

〈第３種 篆刻の部〉 

【奨励賞】山口夢香 

■第 48 回岩手県小・中・高校書写書道作品コンクール 

【推薦】佐藤楓音 

【特選】髙橋沙季、高橋志織、小田島琴海 

 

 

〈美術部〉                       

■第 71 回岩手県高等学校総合体育大会プログラム図案

コンクール 

【優秀賞】小野寺悠来 

■令和元年度若者向け県議会傍聴案内ポスターデザイン

コンテスト 

【議長賞】上野澄恋 

【入賞】石川芙月、郷六沙羅 

■第 1回岩手県高校生ものつくりチャレンジ ブックカ

バーデザインコンテスト 

【優秀賞・ポプラ社賞】菊池萌乃栞 

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展 

〈絵画部門〉 

【特賞】岩舘野々花、遠藤歩、小澤七海、関俊輔、 

沼田岳人、松尾胡桃、宮本紗衣、髙橋遙、 

藤村香花、阿部菜々花 

〈デザイン部門〉 

【特賞】上野澄恋、千葉春月、千葉風歌 

   （全国展推薦 千葉春月） 

〈立体部門〉 

【特賞】稲垣尚花、古川慈樹、袰岩心海 

■第 2回岩手県高校生ものつくりチャレンジ ブックカ

バーデザインコンテスト 

【グランプリ・講談社賞・中央公論新社賞】石川芙月 

【日東書院本社賞】郷六沙羅 

■第 51 回岩手広告美術展 

〈高校生ポスターの部〉 

【岩手広告美術賞】【中村賞】千葉春月 

【優秀賞】鳥部れい 

【奨励賞】千田萌、沼澤玲奈、上野澄恋、菊池萌花 

〈高校生グラフィックの部〉 

【優秀賞】郷六沙羅 

【奨励賞】栗澤侑愛、佐々木妃来、北川絵梨 

 

 

〈工芸部〉                       

■熱陶甲子園 in Fujisawa 

【優勝】瀬川凛・田中朱音 

【準優勝】福山もえ 

【第 3位】谷地笑歌 

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展 

〈工芸部門〉 

【特賞】谷地笑歌、福山もえ 

    （全国展推薦 谷地笑歌） 

 

 

〈音楽部〉                       

■第 71 回全日本合唱コンクール岩手県大会 

【金賞】・【千葉賞】（５部門総合１位） 

■第 71 回全日本合唱コンクール東北支部大会 

【金賞】 

■第 72 回全日本合唱コンクール全国大会 

【金賞】・【岡山県教育委員会教育長賞】 

■第 29 回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト 

【金賞】Ａチーム（1年）、Ｂチーム（1 年) 

【金賞】Ｃチーム（2年)、Ｄチーム（2 年） 

 

 

〈吹奏楽部〉                     

■全日本吹奏楽コンクール第 57 回岩手県大会 

〈高等学校の部〉銀賞 

■全日本アンサンブルコンテスト第 40 回岩手県大会 

【金賞】サックス四重奏  

 

 

〈演劇部〉                       

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭演劇部門発表会 

【優良賞】 

 

 

〈写真部〉                       

■令和元年度岩手県高文連写真部門夏季写真コンテスト 

【入選】阿部くるみ、畠山清玲 

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭・第 38 回岩手県高

等学校写真展 

【最優秀賞】畠山清玲、大坪真桜 

【優良賞】藤村由羽 

■令和元年度岩手県高文連写真専門部 

スライドフォトコンテスト 

【入選】【佳作】畠山清玲 

■第 30 回岩手日報高校生フォトコンテスト 

【第 5席】畠山清玲 

 

 

〈軽音楽部〉                      

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭第 19 回軽音楽発表

会 

【優秀賞】小野間櫻、芳門夏希、加賀谷百花、中屋鋪衣央梨         

（全国出場） 
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〈芸術学系 美術・工芸コース〉           

■デザイングランプリ TOHOKU2019 

〈高校生部門〉 

【奨励賞】斉藤礼奈、佐藤侑来 

【東北地区印刷協議会会長賞】乙部琳、菊池萌乃栞 

【期待賞】藤澤姫奈 

【竹尾賞】佐藤侑来 

■第 72 回岩手芸術祭美術展 

〈彫刻部門〉 

【優秀賞】稲垣尚花 

〈洋画部門〉 

 【部門賞】関俊輔 

〈デザイン部門〉 

【部門賞】石川芙月 

 

〈芸術学系・音楽コース〉              

■第 20 回高校生のための歌曲コンクール 

【奨励賞】瀧沢幸香 

■第 61 回岩手県高等学校作詞・作曲コンクール 

〈旋律部門〉 

【優秀賞】山口琴香 

【佳作】髙橋礼 

 

 

〈外国語学系〉                   

■岩手県高等学校英語スピーチコンテスト 

【第 1位】佐々木永遠（東北出場） 

【第 5位】田中千笑   

■全日本中国語スピーチコンテスト東北大会 

〈朗読高校生の部〉 

【第 3位】細川瑠杏 

■第 11 回 IIBC エッセイコンテスト 

【最優秀賞】【日米協会会長賞受賞】竹内彩翔  

■東京 2020 高校生英語スピーチコンテスト 

【奨励賞】吉田くるみ（本選出場） 

■第 6回岩手県 Kenji Cup 高校生ディベート大会 

【第 5位】今野莉来、遠山結萌、佐藤光優、下道芽吹 

【入選】佐々木永遠、菅原理均、田戸岡快聖、吉永真理菜 

 

 

〈家庭クラブ〉                     

■第 67 回全国高等学校家庭クラブ研究発表大会 

〈ホームプロジェクトの部〉 

【文部科学大臣賞・クラブ員奨励賞】菊池音羽 

■第 69 回岩手県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 

〈ホームプロジェクトの部〉 

 【最優秀賞】佐竹諒（東北出場） 

■第 67 回東北ブロック高等学校家庭クラブ研究発表大

会 

〈ホームプロジェクトの部〉 

【優秀賞】佐竹諒  

 

 

〈放送委員会〉                   

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会 兼 

第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト岩手県大会 

〈アナウンス部門〉 

【入選】菊池音羽  

〈ラジオドキュメント部門〉 

【優良賞】畠山清玲 藤村由羽（全国大会出場） 

■第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト 

〈ラジオドキュメント部門〉 

【準々決勝】畠山清玲  

■第 42 回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会 

第 37 回岩手県高等学校放送新人大会 

〈アナウンス部門〉 

【優良賞】菊池音羽 

〈朗読部門〉 

【入選】吉川あす華、平賀みのり  

■第 23 回東北高校放送コンテスト 

〈アナウンス部門〉菊池音羽 出場 

〈朗読部門〉 吉川あす華、平賀みのり 出場 

 

 

〈編集委員会〉                   

■岩手県高等学校生徒会誌コンクール 

【優秀賞】 

 

 

〈ＮＩＥ〉                   

■第 10 回いっしょに読もう新聞コンクール 

【全国奨励賞】阿部菜々花  

【全国学校奨励賞】不来方高校（日本新聞協会） 

【岩手賞個人】山田愛生 

【岩手賞団体】不来方高校 

【岩手優秀賞】山口聖菜（県 NIE 協議会） 

 

 

〈国際交流〉                   

■第 40 回全国国際教育研究大会英語弁論大会岩手大会 

【第 1位】小野寺悠来（東北出場） 

【第 2位】山影花陽 

 

 


