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平成２９年度 主な大会記録  
 

【運動部】 
〈水泳部〉                       

■第 69 回県高校総合体育大会 

【男子】（以下東北出場） 

 50m 自由形 5 位 下大澤圭太 

100m 自由形 5 位 下大澤圭太 

200m 自由形 3 位 川戸翔太 

400m 自由形 6 位 川戸翔太 

100m 平泳ぎ 2 位 島野悠平 

8 位 五内川創太 

200m 平泳ぎ 1 位 島野悠平 

7 位 五内川創太 

400m フリーリレー 5 位 下大澤・島野・千田・川戸 

800m フリーリレー 5 位 下大澤・島野・千田・川戸 

400m メドレーリレー 4 位 川戸・島野・千田・下大澤 

学校対抗 男子総合 5 位 

【女子】（以下東北出場） 

  50m 自由形 2 位 及川羽藍 

100m 自由形 3 位 及川羽藍 

100m 背泳ぎ 3 位 小野寺彩華 

8 位 野崎晴日 

200m 背泳ぎ 3 位 小野寺彩華 

      5 位 野崎晴日 

100m 平泳ぎ 7 位 八島涼夏 

200m 平泳ぎ 5 位 八島涼夏 

200m バタフライ 8 位 永井美帆 

400m フリーリレー   2 位 及川・小野寺・八島・永井 

800m フリーリレー 3 位 及川・野崎・永井・小野寺 

400m メドレーリレー  3 位 小野寺・八島・永井・及川 

学校対抗 女子総合 3 位 

■第 65 回東北高校選手権大会 

【男子】100m 平泳ぎ 7 位 島野悠平 

200m 平泳ぎ 2 位 島野悠平 

50m 自由形 6 位 及川羽藍 

【女子】400m フリーリレー 10 位 及川・小野寺・野崎・永井 

■第 85 回日本高校選手権大会 

【男子】200m 平泳ぎ出場 島野悠平 

■第 72 回国民体育大会水泳競技大会 

【女子】400m フリーリレー・400m・メドレーリレー出場 及川羽藍 

■第 55 回県高校新人大会 

【男子】 

200m 自由形 2 位 川戸 翔太（東北出場） 

400m 自由形 2位 川戸 翔太（東北出場） 

100m 平泳ぎ 1位 島野 悠平（東北出場） 

200m 平泳ぎ 1位 島野 悠平（東北出場） 

400m メドレーリレー 4 位 川戸・島野・五内川・下總 

        （東北出場）         

学校対抗 男子総合 4位  

【女子】 
 50m 自由形 2位 及川羽藍（東北出場） 

100m 自由形 2位 及川羽藍（東北出場） 

100m 背泳ぎ  2 位 小野寺 彩華（東北出場） 

200m 背泳ぎ  2 位 小野寺 彩華（東北出場） 

■第 25 回東北高校新人水泳競技大会 

【男子】100m 平泳ぎ 3 位 島野悠平 

200m 平泳ぎ 2 位 島野悠平 

【女子】 50m 自由形 4 位 及川羽藍 

100m 自由形 5 位 及川羽藍 

100m 背泳ぎ 6 位 小野寺彩華 

200m 背泳ぎ 6 位 小野寺彩華 

〈バレーボール部〉                   

【男子】 

■第 69 回県高校総合体育大会 

 決勝 1-2 一関修紅（準優勝） 

■第 53 回東北高校バレーボール選手権大会 

 2 回戦 1-2 雄物川（ベスト 8） 

■第 70 回全日本バレーボール高校選手権大会県予選会 
 決勝 3-1 一関修紅（優勝） 
■第 70 回全日本バレーボール高校選手権大会 

１回戦 0-2 清風 

■第 65 回県高校新人バレーボール大会 

 ベスト 4リーグ戦 2-1 一関修紅ほか（優勝） 

■第 7回東北高校新人バレーボール選手権大会 

 決勝 0-2 東北（準優勝） 

〈ハンドボール部〉                   

■第 69 回県高校総合体育大会 

【男子】決勝 27-19 盛岡南（優勝） 

【女子】決勝 24-11 白百合学園（優勝） 

■第 70 回東北高校選手権大会 

【男子】決勝 21-18 学法石川（優勝） 

【女子】決勝 30-22 郡山女子大附（優勝） 

■第 68 回全国高校総合体育大会 

【男子】3回戦 18-29 北陸 

【女子】準決勝 19-20 佼成学園女子（3 位） 

■第 72 回国民体育大会（岩手県選抜） 

【男子】1回戦 岩手 30-31 福井 

【女子】3決戦 岩手 29-42 富山（4位） 

■第 68 回日本ハンドボール選手権大会 

【女子】1回戦 15-27 香川銀行 

■第 61 回県高校新人大会 

【男子】決勝 21-17 盛岡南（優勝） 

【女子】決勝 24-20 白百合学園（優勝） 

■第 41 回全国高校選抜大会県予選会 

【男子】決勝 34-17 盛岡南（優勝） 

【女子】決勝 25-18 白百合学園（優勝） 

■第 41 回東北高校ハンドボール選抜大会 

【男子】決勝 26-24 学法石川（優勝） 

【女子】決勝 19-21 聖和学園（準優勝） 

■第 41 回全国高校選抜大会 

【男子】（平成 30 年 3 月下旬開催） 

【女子】（平成 30 年 3 月下旬開催） 

〈サッカー部〉                    

■第 69 回県高校総合体育大会 

【男子】準々決勝 0-5 盛岡商業（ベスト 8） 

【女子】決勝 1-2 専大北上（準優勝） 

■第 96 回全国高校サッカー選手権県大会予選 

【男子】準々決勝 0-7 盛岡商業（ベスト 8） 

■第 25 回全国高校女子サッカー選手権県大会 

【女子】決勝 0-1 専大北上（準優勝） 

■岩手県高校新人大会 

【男子】準決勝 0-3 盛岡商業（3位） 

【女子】準決勝 1-1 PK 負け 水沢（3位） 
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■第 25 回全日本高校女子サッカー選手権東北大会 

【女子】1回戦 1-1 PK 負け 明桜 

■高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2017i.リーグ 

【男子】DⅠ6位 DⅡ7 位 DⅢ７位  
■第 22 回県女子サッカーリーグ 

【女子】4位 

〈ラグビー部〉                     

■第 4 回全国高校 7 人制ラグビーフットボール大会県予

選 準決勝 0-62 黒沢尻工業（3 位） 

■第 69 回県高校総合体育大会 

 5 位決定戦 37-24 盛岡第一（5位） 

■第 97 回全国高校ラグビーフットボール県大会 

 準々決勝 10-54 宮古（ベスト 8） 

■平成 29 年度県高等学校新人大会 

 敗者戦 34-5 盛岡北（5位） 

〈ホッケー部〉                   

■第 69 回県高校総合体育大会 

【男子】決勝 0-10 沼宮内（2位） 

【女子】決勝 1- 8 沼宮内（2位） 

■第 46 回東北高校ホッケー選手権大会 

【男子】準決勝 0-1 修明（3位） 

【女子】予備 T 1-2 米沢商業               
■第 44 回東北総合体育大会（岩手県選抜） 

【男子】決勝 岩手 8-0 福島（優勝） 

【女子】決勝 岩手 1-0 山形（優勝） 
■第 72 回国民体育大会（岩手県選抜） 

【男子】決勝 岩手 3-3 島根（両チーム優勝） 

【女子】準々決勝 岩手 1-5 島根（5位） 

〈柔道部〉                       

■第 69 回県高校総合体育大会 

【女子個人】57 ㎏級 落合小春 1 位 

      63 ㎏級 川村いろは 2 位 

■第 67 回東北高校柔道大会 

【女子個人】57 ㎏級 落合小春 1 回戦 

63 ㎏級 川村いろは 1 回戦 

■第 50 回県高校１・２年体重別選手権大会 

【女子個人】57 ㎏級 落合小春 1 位 

      63 ㎏級 川村いろは 1 位 

■第 68 回全国高校総合体育大会 

【女子個人】57 ㎏級 落合小春 2回戦（初戦） 

■第 62 回県高校新人大会 

【女子団体】2位 

【女子個人】52 ㎏級 西村美樹  ベスト 4 

      57 ㎏級 落合小春  2 位 

      57 ㎏級 川村琴乃  ベスト 4 

      63 ㎏級 川村いろは ベスト 4 

・第 40 回全国高校柔道選手権東北大会 

女子団体 ベスト 8 

〈空手道部〉                     

■第 49 回岩手県空手道選手権大会 

【高校男子形】1位 上野正孝  2 位  林本駿平 

3 位 伊藤海斗        

【高校女子形】2 位 古里美佳  3 位 澤村真実        

【高校男子組手】2 位 古川恭  3 位 伊藤海斗 

■第 69 回岩手県高等学校総合体育大会 

【男子個人形】第 1位 上野正孝（全国出場） 

       第 2 位 駒田悠翼（全国出場） 

       第 3 位 林本駿平（東北出場） 

【女子個人形】第 1位 古里美佳（全国出場）    

       第 3 位 澤村真実（東北出場） 

【男子個人組手】ベスト 8  古川恭（東北出場） 

格矢幸陽（東北出場） 

【女子個人組手】第 3 位 澤村真実（東北出場）        

【男子団体組手】第 3 位（東北出場） 

■第 39 回東北高等学校空手道選手権大会 

【男子個人形】2回戦 上野正孝 

       １回戦 林本駿平  駒田悠翼  

【女子個人形】ベスト 8 古里美佳     

       １回戦  澤村真実  

【男子個人組手】１回戦 古川恭  格矢幸陽 

【女子個人組手】1 回戦 澤村真実 

【男子団体組手】1 回戦 0-5 天真学園 

■全国高等学校総合体育大会 

【男子個人形】1回戦 上野正孝 駒田悠翼 

【女子個人形】1回戦 古里美佳 

■第 35 回岩手県高等学校新人大会 

【女子個人形】第 3位  千葉佳（東北出場） 

【男子個人形】第 1位 駒田悠翼（東北出場） 

              ベスト 4 佐藤琉星 

【女子団体形】第 1位 澤村・千葉・早坂(東北出場)                  

【男子団体形】第 2位 小笠原・駒田・佐藤(東北出場)                  

【女子個人組手】ベスト 4 澤村・千葉・早坂                

【男子個人組手】第 2 位 格矢幸陽（東北出場） 

            佐藤琉星（東北出場） 

【女子団体組手】ベスト 4 澤村・千葉・齋藤・都鳥・ 

             早坂・畠山 

■第 31 回東北高等学校空手道選抜大会 

【女子個人形】 千葉佳 ベスト 16    

【男子個人形】 駒田悠翼 ベスト 16 

【女子団体形】 第 3 位 澤村・千葉・早坂（全国出場） 

【男子団体形】 1 回戦 小笠原・駒田・佐藤 

〈弓道部〉                      

■第 56 回県高校新人大会 

【女子団体】準決勝 11 中－12 中盛岡第一（3位） 

〈カヌー部〉                     

■第 20 回東北高校カヌースプリント選手権大会 

【男子 500ｍ】 

K2 佐藤・多田 6 位 

K4 佐藤・多田・佐々木・髙橋 5 位 

C1 吉田俊吾 4 位 高野響 7 位 

C2 高野・吉田 3 位 朽木・小笠原 7 位 

C4 高野・朽木・小笠原・吉田 2 位 

【女子 500ｍ】 

WK1 菊池夏生 4 位  

WK2 北舘・菊池 2 位 鷹橋・佐々木 7 位 

WK4 北舘・菊池・鷹橋・佐々木 2 位 

    稲垣・齊藤・佐野・五十嵐 6 位 

【総合成績】男子 2位 女子 2位 

■第 68 回全国高校総合体育大会 

【男子 200m】 

C4 高野・朽木・小笠原・吉田 8 位 

【女子 500m】 

WK1 菊池夏生 ７位 

WK2 北舘・菊池 ３位 

WK4 北舘・菊池・鷹橋・佐々木 2 位 
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【女子 200m】 

WK1 菊池夏生 4 位 

WK2 北舘・菊池 1 位 

WK4 北舘・菊池・鷹橋・佐々木 2 位 

【総合成績】女子 2位 

■日本カヌースプリントジュニア選手権大会 

【男子 200ｍ】 

C1 吉田俊吾 6 位 

【女子 500m】 

WK1 菊池夏生 6 位   

WK2 北舘・菊池  1 位 鷹橋・佐々木 8 位 

WK4 北舘・菊池・佐々木・鷹橋 1 位 

【女子 200m】 

WK1 菊池夏生 4 位  

WK2 北舘・菊池  2 位  

WK4 北舘・菊池・佐々木・鷹橋 1 位 

【総合成績】女子 1位 

■第 72 回国民体育大会 

【500ｍ】 

C1 吉田俊吾 3 位 

WK1 菊池夏生 5 位 

【200ｍ】 

C1 吉田俊吾 1 位 

WK1 菊池夏生 3 位 

■2017 アジアカヌー選手権大会（中国上海市） 

【500m】 

JWK2 北舘・菊池 3 位 

JWK4 北舘・菊池・鷹橋・佐々木 4 位 

■第 8回東北高校新人カヌースプリント選手権大会 

【男子 500m】 

K4 髙橋・武内・田中・中村 5 位 

C1 吉田俊吾 2 位  

C2 吉田・小西 3 位 

C4 吉田・小西・松坂・藤川 3 位 

【女子 500m】 

WK1 佐々木怜奈 6 位  

WK2 鷹橋・佐々木 3 位 

    稲垣・五十嵐 6 位   

WK4 鷹橋・佐々木・佐野・稲垣 3 位 

    齊藤・阿部・水本・五十嵐 6 位 

【総合成績】男子４位 女子 3位 
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平成２９年度 主な大会記録  
 

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

■第 15 回県高校書道作品コンクール 

【奨励賞】小野寺花梨 藤井智花早 

■第 40 回県高校総合文化祭 

〈全紙・漢字の部〉 

【奨励賞】帷子桃花 小野寺花梨 藤井智花早  

【入選】新里凜音 大宮鈴菜 大坪小百合 山口夢香 

北舘雪音 早坂しずく 

〈全紙・漢字仮名交じりの部〉 

【入選】山口夢香 

〈半切・漢字の部〉 

【入選】古屋敷夏希 細川晶穂 

〈半切・漢字仮名交じりの部〉 

【入選】大野萌樹 

■第 46 回県書写書道作品コンクール 

【特選】佐藤有寧子 藤井智花早 大宮鈴菜  

大坪小百合 

〈美術部〉                       

■第 40 回県高校総合文化祭美術工芸展 

〈絵画部門〉 

【特賞】伊禮美優 大平美雨 森山涼子 鎌澤貴宏  

菊池怜 小林楓歌 紺野夏鈴 藤田伊織 

沼田岳人 

〈デザイン部門〉 

【特賞】小島実奈  大宮優月  昆野汐里  佐々木遥菜 

佐藤涼  沼澤愛帆 

〈立体部門〉 

【特賞】佐々木有華 夕向杏奈 

■第 28 回 読書感想画岩手県コンクール 

【最優秀賞】岩舘野々花 

【優秀賞】小林楓歌 

【優良賞】菊池怜 

〈工芸部〉                       

■第 40 回県高校総合文化祭美術工芸展 

〈工芸部門〉 

【特賞】小原佳乃 佐藤寿理 堀口ゆうき 

〈音楽部〉                       

■第 69 回全日本合唱コンクール県大会 

【金賞】千葉賞（4 部門総合 1位） 

■第 69 回全日本合唱コンクール東北支部大会 

【金賞】全日本合唱連盟理事長賞（4部門総合 1位） 

■第 70 回全日本合唱コンクール全国大会 

【金賞】文部科学大臣賞 10 年連続金賞特別表彰 

■第 27 回県合唱小アンサンブルコンテスト 

【金賞】（3チーム出場） 

〈吹奏楽部〉                     

■全日本吹奏楽コンクール第 55 回県大会 

〈高校小編成の部〉【金賞】 

■全日本吹奏楽コンクール第 60 回東北大会 

〈高校小編成の部〉【銀賞】 

■第 26 回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 

北東北大会 
〈高等学校部門サックス〉【金賞】菊地萌花 
■第 26 回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 

東北大会 〈高等学校部門サックス〉菊地萌花 

■全日本アンサンブルコンテスト第 38 回県大会 

〈フルート三重奏〉【銀賞】 

〈演劇部〉                      

■第 40 回県高校総合文化祭演劇部門発表会 
【優良賞】「そして、僕らは動きだす」 
〈写真部〉                      

■県高文連写真専門部夏季写真コンテスト 

【特賞】古舘明奈 

■第 40 回県高校総合文化祭高校写真展 

【優良賞】丸山詩乃 

【入選】古舘明奈 阿部くるみ 

■岩手日報社高校生フォトコンテスト 

【第 3席】大坪真桜 福士彩貴  

【第 4席】阿部くるみ 

■スライドフォトコンテスト 

【入選】福士彩貴 

〈芸術学系・音楽コース〉              

■第 18 回高校生のための歌曲コンクール 

【奨励賞】尾形綾音 

〈外国語学系〉            

外国語学系 

■第 19 回全国高校生ドイツ語スピーチコンテスト 

第 2部（対話部門） 

【優秀賞（第 2 位）】髙橋大和 那須川英二 

■2017 全日本中国語スピーチコンテスト東北大会 

朗読の部（中・高校生の部） 

【第 1位】林咲良 

■第 40 回岩手県高等学校総合文化祭『平成 29 年度岩手

県高等学校英語弁論大会（スピーチコンテスト）』 

【第 2位】千葉真琴 

〈放送委員会〉                   

■第 40 回県高校総合文化祭放送部門大会 

〈朗読部門〉 

【優秀賞】佐藤玲香（全国大会出場 優良賞） 

〈ラジオドキュメント部門〉【優良賞】 

■第 40 回県高校総合文化祭放送部門兼第 35 回県高校放

送新人大会 

〈アナウンス・朗読部門〉 

【入選】福士彩貴 佐藤侑来 舘崎なるみ（東北出場） 

〈RC 部門〉 

【優良賞】（東北大会出場） 

■第 17 回東北高校アナウンス・朗読コンテスト 

〈朗読部門〉 

【入選】佐藤玲香  

■第 41 回全国高校総合文化祭 

〈朗読部門〉佐藤玲香 

〈編集委員会〉                   

■第 49 回岩手県高等学校生徒会誌コンクール 

【優秀賞】 

〈図書委員会〉                     

■平成 29 年度青少年読書感想文県コンクール 

【県教育長賞】吉田理紗子 

■第 8回いっしょに読もう新聞コンクール全国大会 

〈個人〉【優秀賞】菊池彩香 

〈団体〉【優秀学校賞】 

 


