【男子】 優勝（4 年連続 14 回目）
【女子】 優勝（３年ぶり８回目）
■全国高等学校総合体育大会東北地区予選
【女子】 優勝
■第 66 回全国高等学校総合体育大会
【男子】出場
【女子】ベスト 8（初）
■第 42 回東北総合体育大会
【少年女子】 優勝
■第 70 回国民体育大会
【男子】出場
【少年女子】出場
■第 58 回岩手県総合選手権大会
【男子】第３位
【女子】第３位
■第 8 回岩手県高等学校秋季大会
【男子】 優勝
■第 59 回県高等学校新人大会
【男子】準優勝
【女子】優勝（2 年連続 11 回目）
■第 39 回全国高等学校選抜大会岩手県予選会
【男子】第２代表
【女子】優勝（9 年連続 14 回目）
■第 39 回全国高等学校選抜大会東北予選会
【男子】第４位（全国出場）
【女子】準優勝（全国出場）
〈サッカー部〉
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
【女子】 第３位
■高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2015i.LEAGUE(前半戦)
【DⅡ-A リーグ】
不来方 1st ６勝１敗 １位
【DⅢサテライトリーグ】 不来方 2nd ６勝０敗 １位
＜総合＞
【DⅡ-A リーグ】
不来方 1st 第１位 ※DⅠ昇格
【DⅢサテライトリーグ】不来方 2nd 第１位 ※DⅡ昇格
■第 94 回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会予選
【男子】 ベスト８
■第 24 回全日本高等学校女子サッカー選手権岩手県大
会
【女子】 第３位
■第 50 回岩手県高等学校新人大会
【男子】 ベスト８
【女子】 準優勝
〈ラグビー部〉
■第 67 回 岩手県高等学校総合体育大会
【Ａブロック】 第６位
■第 2 回全国高等学校 7 人制ラグビーフットボール大会
岩手県大会
第５位
■第 95 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
■第４８回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〉
■岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 第２位
■第４４回東北高等学校ホッケー選手権大会

平成２７年度 主な大会記録
【運動部】
〈水泳部〉
■第 67 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子 1500m 自由形】
第 8 位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 7 位 赤坂武蔵(東北出場)
【男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 2 位 赤坂大和(東北出場)
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 2 位 赤坂大和(東北出場)
【男子 100m 平泳ぎ】
第 6 位 多田滉平(東北出場)
【女子 50m 自由形】
第 8 位 渡邊 舞(東北出場)
【女子 100m 平泳ぎ】
第 1 位 三上華海(東北出場)
【女子 200m 平泳ぎ】
第 1 位 三上華海(東北出場)
【女子 100m 平泳ぎ】
第 8 位 八島涼夏(東北出場)
【女子 200m 平泳ぎ】
第 7 位 八島涼夏(東北出場)
【女子 100m 背泳ぎ】
第 8 位 野崎晴日(東北出場)
【女子 200m 背泳ぎ】
第 8 位 野崎晴日(東北出場)
【女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】 第 7 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 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 7 位 千葉紗菜(東北出場)
【女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】 第 2 位 野崎､三上､森澤､八島
(東北出場)
【女子 400m ﾘﾚｰ】
第 6 位 三上､渡邊､森澤､八島
(東北出場)
【女子総合
4 位】
■第 63 回東北高等学校選手権水泳競技大会
【男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 8 位 赤坂大和
【女子 100m 平泳ぎ】
第 6 位 三上 華海
■第 53 回岩手県高等学校新人水泳競技大会
【男子 50m 自由形】
第 6 位 下大澤圭太
【女子 50m 自由形】
第 5 位 渡邊 舞
【女子 100m 自由形】
第 7 位 渡邊 舞
【女子 100m 平泳ぎ】
第 4 位 八島涼夏(東北出場)
【女子 200m 平泳ぎ】
第 4 位 八島涼夏(東北出場)
【女子 100m 背泳ぎ】
第 4 位 野崎晴日(東北出場)
【女子 200m 背泳ぎ】
第 3 位 野崎晴日(東北出場)
【女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第 5 位 森澤沙里菜
【女子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第 4 位 森澤沙里菜(東北出場)
【女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ】
第 6 位 永井美帆
【女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第 4 位 永井美帆(東北出場)
【女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ】 第 2 位 野崎､八島､森澤､渡邊
(東北出場)
【女子 400m ﾘﾚｰ】
第 2 位 渡邊､野崎､八島､森澤
(東北出場)
【女子総合】
第 2 位(44 点)
〈バレーボール部〉
■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 第３位(東北出場)
■第 63 回 岩手県高等学校新人大会
【男子】 第３位
〈バスケットボール部〉
■第 36 回岩手県高等学校選抜大会
【男子】ベスト８
〈ハンドボール部〉
■第 67 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子】 優勝（18 年連続 20 回目）
【女子】 優勝（３年ぶり１１回目）
■第 68 回 東北高等学校選手権大会
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【男子】 第３位
【女子】 優勝
■平成２７年度全国高等学校総合体育大会東北地区予選
【女子】 Ａブロック１位（全国出場）
■第２７回岩手県高等学校新人大会
【男子】 第２位
【女子】 優勝
■第４２回東北総合体育大会（岩手県選抜）
【少年男子】 優勝(県選抜選手)
【少年女子】 優勝(県選抜選手)
■第７０回国民体育大会（岩手県選抜）
【少年男子】 第５位 (県選抜選手)
【少年女子】 準優勝(県選抜選手)
■東北高等学校選抜ホッケー大会
【女子】
優勝（全国出場）
〈ソフトテニス部〉
■第 67 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子団体】 ベスト８
〈柔道部〉
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
【男子団体】
ベスト８
【男子個人 66kg 級】
ベスト 8 行壽真輝
【男子個人 100kg 級】 第３位 八重樫尚宏
ベスト８ 菅原卓矢
【女子個人 57 ㎏級】
ベスト８ 岩泉杏奈
【女子個人 63 ㎏級】
第３位
米屋亜沙美
■全日本ジュニア男女柔道体重別選手権大会岩手県予選
【男子個人 100kg 級】 第３位 八重樫尚宏（東北出場）
■第 48 回岩手県高等学校 1・2 年体重別柔道選手権大会
【男子個人 66kg 級】
ベスト８ 佐藤篤
【男子個人 73kg 級】
ベスト８ 和合敦史
【男子個人 100kg 級】 ベスト８ 八重樫尚宏
【女子個人 57 ㎏級】
ベスト８ 岩泉杏奈
■第 48 回岩手県高等学校 1・2 年体重別柔道選手権大会
【男子 66kg 級】
ベスト８ 佐藤篤
【男子 73kg 級】
ベスト８ 和合敦史
【男子 100kg 級】
ベスト８ 八重樫尚宏
【女子 57 ㎏級】
ベスト８ 岩泉杏奈
〈剣道部〉
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
【男子個人】 第３位
藤村 賢（東北出場）
〈空手道部〉
■第 47 回岩手県空手道選手権大会
【男子個人形】
第３位
林本駿平
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会女子
【団体組手】
第３位
【女子個人形】
ベスト８ 藤原彩夢・古里美佳
【男子個人形】
ベスト８ 上野正孝・林本駿平
■第 33 回岩手県高等学校新人大会
【男子団体形】
第２位(東北出場)
【男子団体組手】
第３位
【男子個人形】
第２位 林本駿平
(東北選抜・全国選抜大会出場)
第３位 上野正孝
(東北選抜大会出場)
ベスト８ 古川恭
【女子個人形】
第３位 古里美佳
（東北選抜大会出場)

ベスト８ 藤原彩夢
〈弓道部〉
■第 67 回 岩手県高等学校総合体育大会
【男子団体】 第３位
【女子団体】 優勝（２年ぶり２回目）
【男子個人】 第４位 佐藤優斗
【女子個人】 第２位 中塚由紀乃
■第 45 回東北高等学校選手権大会
【男子個人】 第５位 佐藤優斗
■平成 27 年度全国高等学校総合体育大会
【女子】
出場
■平成 27 年度岩手県高等学校新人大会
【女子団体】 第２位
■第３４回全国高等学校選抜大会岩手県予選会
【女子団体】
優勝（３年ぶり２回目）
【女子個人】
第２位 吉田奈央（２年）
■第４２回東北総合体育大会弓道競技
【少年女子】
総合第２位
■第７０回国民体育大会
【少年女子】
出場
〈カヌー部〉
■第 18 回東北高等学校カヌースプリント選手権大会
【男子 500ｍ】K-1 第７位 四戸 宗
K-2 第３位 四戸・水本
K-4 第５位 四戸・水本・前川・横沢
C-1 第２位 吉田健吾
第４位 下屋敷泰成
C-2 第２位 吉田・下屋敷
第７位 佐々木・林
C-4 第４位 吉田・下屋敷・佐々木・林
【女子 500m】 WK-1 第２位 五十嵐結衣
第３位 後藤可奈子
WK-2 第１位 五十嵐・後藤
第５位 千葉・中前
WK-4 第２位 五十嵐・後藤・千葉・中前
第４位 吉田・中島・小笠原・盛内
【男子総合】 第２位
【女子総合】 第１位
■第 42 回東北総合体育大会
【少年男子 500ｍ】 K-1 第２位 四戸 宗（国体出場）
K-2 第３位 水本・前川
C-1 第４位 林 大晏
C-2 第１位吉田・下屋敷
（国体出場）
WK-1 第４位 千葉 晴香
W-K2 第１位 五十嵐・後藤
（国体出場）
■全国高等学校総合体育大会
【男子 500ｍ】 K-1 第６位 四戸 宗
K-2 第７位 四戸・水本
C-2 第８位 吉田・下屋敷
【男子 200ｍ】 K-1 第４位 四戸 宗
C-2 第４位 吉田・下屋敷
【女子 500ｍ】

WK-1
WK-2
WK-4
【女子 200ｍ】 WK-1
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第４位 五十嵐結衣
第１位 五十嵐・後藤
五十嵐・後藤・千葉・中前
第５位 五十嵐結衣

WK-2 第１位 五十嵐・後藤
WK-4 五十嵐・後藤・千葉・中前
【男子総合】
第８位
【女子総合】
第１位
■文部科学大臣杯日本カヌースプリントジュニア選手権
大会
【男子 500ｍ】 K-1 第６位 四戸 宗
C-4 第８位 吉田・下屋敷・林・高野
【男子 200ｍ】 K-1 第４位 四戸 宗
C-1 第７位 吉田 健吾
C-2 第７位 吉田・下屋敷
C-4 第６位 吉田・下屋敷・林・高野
【女子 500ｍ】 WK-1 第６位 五十嵐結衣
WK-2 第１位 五十嵐・後藤
WK-4 第５位 後藤・千葉・芋田・阿部
第７位 中前・中島・小笠原・盛内
【女子 200ｍ】 WK-1 第２位 後藤可奈子
第４位 五十嵐結衣
WK-2 第１位 五十嵐・後藤
WK-4 第４位 後藤・千葉・芋田・阿部
第６位 中前・中島・小笠原・盛内
【女子総合】
第１位
■第 70 回国民体育大会夏季大会
【少年男子 500ｍ】 K-1 第５位 四戸 宗
C-2 第４位 吉田・下屋敷
【少年男子 200ｍ】 K-１ 第２位 四戸 宗
C-2 第４位 吉田・下屋敷
【少年女子 500ｍ】 WK-2 第３位 五十嵐・後藤
WK-2 第１位 五十嵐・後藤
■第６回東北高等学校新人スプリント選手権大会
【男子 500m】 K-1 第８位 前川郁渡
K-2 第７位 前川・横沢
K-4 第３位 前川・横沢・多田・佐藤
C-1 第４位 下屋敷泰成
C-2 第４位 下屋敷・林
C-4 第３位 下屋敷・林・高野・朽木
【女子 500ｍ】WK-1 第６位 中前いつき
WK-2 第４位 中前・中島
第６位 盛内・小笠原
WK-4 第２位 中前・盛内・中島・小笠原
第５位 芋田・阿部・北舘・菊池
【女子総合】 第２位
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＜高校小編成の部＞
金賞（岩手県代表）
■全日本吹奏楽コンクール第 58 回東北大会
＜高校小編成の部＞
銀賞
〈演劇部〉
■第 38 回岩手県高等学校総合文化祭演劇部門・第 41 回
岩手県高等学校演劇発表会
【優良賞】
〈軽音楽部〉
■第３８回岩手県高等学校総合文化祭・第１５回軽音楽
発表会
【優良賞】 Ｐａｌｅｔｔｅ
(菅原歩・山崎菜々美・高橋楓・佐々木瑶美)
〈写真部〉
■平成２７年度第３８回岩手県高等学校総合文化祭写真
部門・第３４回岩手県高等学校写真展
【優秀賞】 菊池 諒
〈芸術学系・音楽コース〉
■第 16 回高校生のための歌曲コンクール
【優秀賞】
鎌田優樹
【奨励賞】
東山桃子 竹内菜緒
竹内・鎌田・東山・土谷紗英
（全国出場）
■第 69 回全日本学生音楽コンクール
＜東京大会本選声楽部門＞ 第３位 東山桃子
（全国出場）
〈芸術学系・美術工芸コース〉
■第 4 回東アジア国際公募展
【入選】
竹場 ミラノ、後藤 凜花、金野 雅
【学校賞】
〈外国語学系〉
■平成 27 年度岩手県高等学校英語弁論大会
第２位
阿部希美
■第 63 回東北六県高等学校英語弁論大会
第２位
阿部希美
■第 9 回全国高等学校英語スピーチコンテスト
出場
阿部希美
■第８回「漢語橋」世界中高生中国語コンテスト東日本
地区予選大会
【三等賞】
松坂茉留
■麗澤大学第４回中国語スピーチコンテスト
＜スピーチ部門】
【奨励賞】
金野優美
〈放送委員会〉
■第 15 回東北高等学校アナウンス朗読コンテスト
＜朗読部門＞
【優良賞(3 位）)】
菊池 諒
■第 39 回全国高等学校総合文化祭放送部門朗読小部門
【優秀賞(1 位）)
菊池 諒
〈編集委員会〉
■岩手県高等学校生徒会誌コンクール
【最優秀賞】
〈図書委員会〉
■岩手県青少年読書感想文コンクール
【岩手県教育委員会教育長賞】
吉田理紗子

平成２７年度 主な大会記録
【文化部・学系・委員会等】
〈書道部〉
■第 13 回 岩手県高等学校書道作品コンクール
【奨励賞】
及川美咲
■第 38 回 岩手県高等学校総合文化祭
＜全紙・漢字の部＞
【奨励賞】
谷村友梨
＜篆刻の部＞
【優秀賞】
畑本名月
【奨励賞】
近藤然・帷子桃花
■第 44 回 岩手県書写書道作品コンクール
【岩手県書写書道教育研究協議会長賞】 谷村友梨
【特選】
小野寺花梨 帷子桃花
〈美術部〉
■第 38 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展
（第 53 回 県下高校美術展）
＜絵画部門＞
【特賞】
川目七生、工藤瑠留知、金野雅
吉田彩花、柴田星、須藤茉由菜
立木 希、中村莉子、森山涼子
＜デザイン部門＞
【特賞】
鈴木桃香、高橋海、山折蘭
伊藤碧海
＜立体部門＞
【特賞】
中西美里、村上涼香
■第 16 回デザイングランプリ TOHOKU2015
【奨励賞】
鈴木桃香
【東北地区印刷協議会会長賞】
古谷桃香
【期待賞】
山折蘭
■カードアート大賞展
【準大賞】
中村莉子
【奨励賞】
立木 希
■第 27 回 読書感想画岩手県コンクール
【最優秀賞】 吉田 千祐
【優秀賞】
晴山 鈴花子
【優良賞】
大平 美雨、山澤 いぶき
【学校賞】
受賞
〈工芸部〉
■第 38 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展
（第 53 回 県下高校美術展）
＜工芸部門＞
【特賞】
中野志穂、山岸 稜、増坂優羽
＜立体部門＞
【特賞】
山岸 稜
〈音楽部〉
■第 67 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 67 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 68 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・ 文部科学大臣賞
■第 25 回 岩手県合唱小アンサンブルコンテスト
【金賞】
１年、２年
〈吹奏楽部〉
■全日本吹奏楽コンクール第５３回岩手県大会

■第６回「いっしょに読もう！新聞コンクール」岩手大会
【個人の部】
優秀賞 成田史奈、工藤祐奈
【団体の部】
岩手賞
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