平成２６年度 主な大会記録
【運動部】
〈陸上競技部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子400m】
第３位 去石洸希(東北出場)
【男子砲丸投】 第７位 田宮健太郎
【男子走高跳】 第５位 佐藤愁(東北出場)
【女子走高跳】 第８位 齋藤リナ
■岩手県選手権大会
【男子砲丸投】 第６位 田宮健太郎
【男子走高跳】 第７位 佐藤愁
【男子4×400m】 第８位 佐々木、去石、久慈、田宮
【女子800m】
第５位 畠山陽菜
【女子走高跳】 第４位 齋藤リナ
【女子4×400m】 第８位 畠山、齋藤、澤野、白椛
■第 65 回 岩手県高等学校新人大会
【男子走高跳】 第４位 佐藤愁
【女子走高跳】 第５位 齋藤リナ
〈水泳部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子 200m 自由形】
第４位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 400m 自由形】
第６位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第３位 赤坂大和(東北出場)
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第３位 赤坂大和(東北出場)
【女子 100m 平泳ぎ】
第３位 三上華海(東北出場)
【女子 200m 平泳ぎ】
第３位 三上華海(東北出場)
【女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第５位 森澤沙里菜(東北出場)
【女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第２位 森澤沙里菜(東北出場)
■第 52 回 岩手県高等学校新人大会
【男子 100m 平泳ぎ】
第８位 多田滉平
【男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第２位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第２位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第３位 赤坂大和(東北出場)
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第３位 赤坂大和(東北出場)
【男子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 】第７位 赤坂武､多田､赤坂大
佐々木
【女子 100m 平泳ぎ】
第１位 三上華海(東北出場)
【女子 200m 平泳ぎ】
第２位 三上華海(東北出場)
【女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第４位 森澤沙里菜(東北出場)
【女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第２位 森澤沙里菜(東北出場)
【女子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】第６位 千葉紗菜
【女子 400m ﾘﾚｰ】
第７位 三上､小田､森澤､渡邊
【女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】 第３位 千葉､三上､森澤､渡邊
(東北出場)
【男子総合】
第７位（１８点）
【女子総合】
第４位（２７点）
【女子最優秀選手】
三上華海
■第 22 回 東北高等学校新人大会
【女子 100m 平泳ぎ】
第３位 三上華海
【女子 200m 平泳ぎ】
第７位 三上華海
〈バレーボール部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 第３位
■第 67 回 全日本高等学校選手権大会岩手県予選
【男子】 第３位
■第 62 回 岩手県高等学校新人大会
【男子】 第３位

〈ハンドボール部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 優勝（17 年連続 19 回目）
【女子】 第２位
■第 67 回 東北高等学校選手権大会
【男子】 優勝（3 年連続 13 回目）
【女子】 出場
■平成 26 年度 全国高等学校総合体育大会
【男子】 出場
■第 41 回 東北総合体育大会
【少年男子】 優勝(県選抜選手)
【少年女子】 優勝(県選抜選手)
■第 69 回 国民体育大会
【少年男子】 出場(県選抜選手)
【少年女子】 出場(県選抜選手)
■第 58 回 岩手県高等学校新人大会
【男子】 優勝（2 年ぶり 20 回目）
【女子】 優勝（2 年ぶり 10 回目）
■第 57 回 岩手県総合選手権大会
【男子】 優勝（2 年連続 7 回目）
【女子】 第３位
■第 51 回 東北総合選手権大会
【男子】 第２位
【女子】 出場
■第 38 回 全国高等学校選抜大会岩手県予選
【男子】 優勝（15 年連続 21 回目）
【女子】 優勝（ 8 年連続 13 回目）
■第 38 回 東北高等学校選抜大会
【男子】 第２位
【女子】 第３位
■第 38 回 全国高等学校選抜大会
【男子】 出場
【女子】 出場
■第６回 男子ユースアジア選手権
【男子】 第３位 袰屋竜流（日本代表選手）
〈サッカー部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 第３位(東北出場)
【女子】 第２位
■第 56 回 東北高等学校選手権大会
【男子】 ベスト８
■第 23 回 全日本高等学校女子選手権大会岩手県大会
【女子】 第２位（東北出場）
■第 49 回 岩手県高等学校新人大会
【男子】 ベスト４
【女子】 第２位
〈ラグビー部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【Ａブロック】 ベスト４
■アシックスカップ２０１４ 第 1 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４位
■平成 26 年度 全国高等学校総合体育大会
(第 94 回全国高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会岩手県大会)
ベスト８
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■岩手県高等学校新人大会
【Ａブロック】 ベスト８
〈ホッケー部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 第２位
【女子】 第２位
■第 43 回 東北高等学校選手権大会
【男子】 第３位
【女子】 第３位
■第 26 回 岩手県高等学校新人大会
【男子】 第２位
【女子】 優勝（2 年ぶり 10 回目）
■東北高等学校選抜大会
【女子】 第２位
■第 46 回 全国高等学校選抜大会
【女子】 第５位
■第 69 回 国民体育大会
【少年男子】 第５位(県選抜選手)
【少年女子】 第４位(県選抜選手)
硬式テニス部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【女子シングルス】 ベスト８ 大坊このみ
【女子ダブルス】
ベスト８ 大坊、瀬川
〈柔道部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子団体】
第３位
【男子個人90㎏級】 ベスト８ 遠藤壱生
【男子個人100kg 級】 ベスト８ 菅原卓矢
【男子個人100kg 超級】ベスト８ 八重樫尚広
■第 47 回 岩手県高等学校１・２年体重別選手権大会
【男子個人66㎏級】 ベスト８
北村泰嗣、行壽真輝
【男子個人81㎏級】 ベスト８
田中達也
【女子個人57㎏級】 第３位
岩泉杏奈
【女子個人63㎏級】 第３位
米屋亜沙美
■第 59 回 岩手県高等学校新人大会
【男子個人66㎏級】 ベスト８ 行壽真輝
【女子個人63kg級】 第３位
米屋亜沙美
〈剣道部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子団体】 ベスト８
■第 57 回 岩手県高等学校新人大会
【男子個人】 第３位
藤村賢
〈空手道部〉
■第 46 回 岩手県選手権大会
【女子個人形】 第２位
大坊沙理菜
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【女子個人形】 ベスト８ 大坊沙理菜、藤原彩夢
【女子個人組手】ベスト８ 大坊沙理菜
■第 32 回 岩手県高等学校新人大会
【女子個人形】 ベスト８ 藤原彩夢
〈弓道部〉
■第 66 回 岩手県高等学校総合体育大会
【女子団体】 ベスト８
■第 44 回東北高等学校選手権大会
【男子個人】 第５位 岡野達也
■第 53 回 岩手県高等学校新人大会
【女子団体】 優勝（初）
■第 33 回全国高等学校選抜大会岩手県予選会

【男子団体】 第３位
【女子団体】 第３位
〈カヌー部〉
■第 17 回 東北高等学校選手権大会
【男子500m 】 K-2 第６位 四戸、水本
C-2 第６位 吉田、横山
【女子500m】 WK-1 第２位 熊谷静紅
第５位 五十嵐結衣
WK-2 第２位 熊谷、五十嵐
WK-4 第２位 熊谷、五十嵐、菊池、後藤
【女子総合】
第２位
■全国高等学校総合体育大会
【男子200m 】 K-2 第６位 四戸、水本
【女子200m】 WK-2 第５位 熊谷、五十嵐
WK-4 第３位 熊谷、五十嵐、菊池、後藤
【女子500m】 WK-2 第２位 熊谷、五十嵐
WK-4 第３位 熊谷、五十嵐、菊池、後藤
■文部科学大臣杯日本ジュニア選手権大会
【男子 500m】 K-2 第７位 四戸、水本
【男子 200m】 K-2 第６位 四戸・水本
【女子 500m】 WK-1 第７位 五十嵐結衣
WK-2 第６位 五十嵐・後藤
WK-4 第６位 千葉・吉田・後藤・五十嵐
【女子 200m】 WK-2 第７位 五十嵐・後藤
WK-4 第４位 千葉・吉田・後藤・五十嵐
■第 41 回 東北総合体育大会
【男子500m】 K-1 第３位 四戸宗（国体出場）
K-2 第３位 水本、鷹橋
C-1 第２位 吉田健吾（国体出場）
C-2 第４位 横山、佐々木
【女子500m】 WK-1 第３位 菊池ひな（国体出場）
WK-2 第１位 熊谷、五十嵐（国体出場）
WK-4 第２位 後藤、千葉、吉田、中前
■第 68 回 国民体育大会
【少年男子200m】 K-1 第４位 四戸宗
【少年女子200m】WK-2 第６位 熊谷、五十嵐
【少年女子500m】WK-2 第６位 熊谷、五十嵐
■第５回 東北高等学校新人大会
【男子500m】 K-1 第６位 四戸宗
K-2 第４位 四戸、水本
K-4 第４位 四戸、水本、前川、横沢
C-1 第２位 吉田健吾
C-2 第４位 吉田、佐々木
第８位 下屋敷、林
C-4 第４位 吉田、佐々木、下屋敷、林
【女子500m】 WK-1 第２位 五十嵐結衣
第５位 後藤可奈子
WK-2 第１位 五十嵐、後藤
第４位 千葉、吉田
第６位 中前、小笠原
第８位 中島、盛内
W-K4 第１位 五十嵐、後藤、千葉、吉田
第３位 小網、盛内、中島、中前
【女子総合】
第１位
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■全日本吹奏楽コンクール第 57 回東北大会
＜高校小編成の部＞
【銀賞】
〈軽音楽部〉
■第 37 回 岩手県高等学校総合文化祭
（第 14 回 軽音楽発表会）
【優秀賞】
ＪＵＫＥ ＢＯＸ
（根本諭､藤澤晶仁､芳野敬愛､府金清貴）
〈芸術学系・音楽コース〉
■第 15 回 高校生のための歌曲コンクール本選
【奨励賞】
盛合匠、鎌田優樹、東山桃子
〈芸術学系・美術工芸コース〉
■第 15 回 デザイングランプリ TOHOKU2014
【優秀賞】
髙橋かなえ
【奨励賞】
伊五澤芽維、鈴木桃香、伊藤碧海
【東北地区印刷協議会会長賞】
小野寺澪
■第 26 回 読書感想画岩手県コンクール
【最優秀賞】 伊藤 碧海（全国出品）
【優秀賞】
立木 希、柴田 星、雨宮 真子
【優良賞】
菅原 希望
【奨励賞】
伊藤 里緒
【学校賞】
■Art for ASIA 東アジア高校生国際公募展
【入選】
鈴木桃香、川目七生、小野寺澪
（出品 4 カ国 2,038 点、日本入選 20）
【学校賞】
〈図書委員会（放送部門）
〉
■第 37 回 岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会
（兼 第 32 回 NHK 杯岩手県高等学校放送新人大会）
＜朗読部門＞
【優良賞（４位相当）
】
菊池諒
（第18回 東北高等学校放送コンテスト・第39回 全国
高等学校総合文化祭放送部門 出場）
〈編集委員会〉
■平成 26 年度 岩手県高等学校生徒会誌コンクール
【優秀賞】
〈図書委員会（図書部門）
〉
■第 5 回「いっしょに読もう新聞コンクール」全国大会
【優秀賞】
立川目佳子
【奨励賞】
村上涼香
【優秀学校賞】
■読書推進標語
【奨励賞】
高橋那月
その他・授業等
■第 56 回 岩手県高等学校作詞・作曲コンクール
＜作詞部門＞
【優良賞】 谷地陽奈
＜旋律部門＞
【優良賞】 井上優佳

平成２６年度 主な大会記録
【文化部・学系・委員会等】
〈書道部〉
■第 12 回 岩手県高等学校書道作品コンクール
【奨励賞】
鍵掛奏美、碁石奈都美
■第 37 回 岩手県高等学校総合文化祭
＜全紙・漢字の部＞
【優秀賞】
谷村友梨(次年度全国高総文祭県代表)
【奨励賞】
鍵掛奏美、大道晋太郎、碁石奈都美
＜篆刻の部＞
【奨励賞】
阿部希美
■第 43 回 岩手県書写書道作品コンクール
【推薦】
碁石奈都美
〈美術部〉
■第 37 回 岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展
（第 52 回 県下高校美術展）
＜絵画部門＞
【特賞】
泉山真悠、 小笠原沙月、小野寺澪
熊谷佳織、 瀬川虹歩、 髙橋友里奈
立川目佳子、森友紀、
川目七生
伊藤里緒、 須藤茉由菜
＜デザイン部門＞
【特賞】
阿部初音、 小野寺澪、 田中美月
鈴木桃香（全国高総文祭推薦）
＜立体部門＞
【特賞】
高橋茉由
■カードアート大賞展
【奨励賞】 土屋 天玲紗
【団体賞】
〈工芸部〉
■第 37 回 岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展
（第 52 回 県下高校美術展）
＜工芸部門＞
【特賞】
中野志穂(全国高総文祭推薦）
伊藤安鐘、宇部葉月
＜立体部門＞
【特賞】
鎌田瑞妃、山岸稜
〈音楽部〉
■第 66 回 全日本合唱コンクール岩手県大会
＜高校部門Ａグループ＞
【金賞・千葉賞（４部門総合一位）
】
■第 66 回 全日本合唱コンクール東北支部大会
＜高校部門Ａグループ＞
【金賞】
■第 67 回 全日本合唱コンクール全国大会
＜高校部門Ａグループ＞
【金賞・岩手県教育委員会賞（３位相当）
】
■第 24 回 岩手県合唱小アンサンブルコンテスト
【金賞(２位)】 Ａチーム
【金賞(１位)】 Ｂチーム（全国出場予定）
■第 8 回 声楽アンサンブルコンテスト全国大会
＜高校部門＞
【金賞 本戦出場６位入賞】
〈吹奏楽部〉
■全日本吹奏楽コンクール第 52 回岩手県大会
＜高校小編成の部＞
【金賞（岩手県代表）
】
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