
 

 

 

県高総体開幕 
見事な行進と応援に拍手喝采 

 5月 18日（金）、県営運動公園（盛岡市）で県

下約 16,000名の高校生が参加して、第 64回岩手

県高校総合体育大会総合開会式が開催されました。 

本年度は、本校が参加 82校の先陣を切り、いの一

番に入場行進を行いました。前年度優勝の栄冠に

輝いた陸上競技男子とソフトテニス男子の優勝旗

を保持しながら、一糸乱れぬ見事な行進は圧巻で

した。 

  
＜校名プラカード・校旗に続き入場行進する本校選手団＞ 

 総合開会式には、本校 1 年生も参加し、厳しい

応援歌練習の成果を遺憾なく発揮し、他校を圧倒

する応援を披露しました。その姿を目の当たりに

した旧本校職員から「こんなにすごい黒北の応援

を見たことがない。すごい!!」と絶賛される程立

派な応援で、黒陵生の誇りが表れていました。 

 
＜迫力ある応援を繰り広げる本校応援団＞ 

 

安否確認システム「ぶじっ」Q&A 
「ぶじっ」の運用を開始しましたが、問い合わせ

がありましたのでお知らせします。丌明な点がござ

いましたなら、遠慮なくお問い合わせください。 

Q1 生徒・保護者全員が登録しなければならないので

すか？  

 A1 希望する方に登録をお願いしています。 

Q2 情報セキュリティーは大丈夫でしょうか？ 

 A２ システム運営会社に万全を期すように再度要

請を行いました。 

Q3 「ぶじっ」について、問い合わせ先はどこですか。 

 A3 本校総務課（担当者 佐藤（公））、または稲

森副校長にお問い合わせください。 

********************************************************************************* 

～「ぶじっ」担当者からのお知らせ～ 
金曜日にメールを配信するようにします。 

アドレス入力等のミスで送信できなかった方に

は連絡をしています。登録したけれどもメールが

届いていない方は、携帯電話、スマートフォンの

設定がパソコンからのメールを拒否している可能

性があります。なるべく、同じ内容を、掲示板に

書き込むようにしますので、「ぶじっ」ネットにア

クセスしてみてください。または、下記アドレス

からのメールを受信可能に設定してください。 

アドレスが変わった、アドレスを新規で登録し

たい方は、担当者までご連絡ください。（佐藤公） 

https://www.bujinet.jp 

 

 

 

 

 

 

メールアドレス info@bujinet.jp 

*********************************************************************************** 

吹奏楽部 

第 50回定期演奏会開催 
5月 27日（日）、さくらホール（北上市）で、

吹奏楽部が昭和 38年に第 1回定期演奏会を開催し

て以来 50回目となる演奏会を開催しました。吹奏

楽部 OB楽団も加わり、成功裡に終了しました。 

 
＜50thの文字入り Tシャツ姿で演奏する吹奏楽部員＞ 

遠大之志-遠大の志を励ますべしー 

enndai 
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惜しくも団体優勝ならず 
陸上競技：インターハイ出場を賭け 

東北大会へ 

ラグビー：東北大会出場 
■陸上競技：６種目６名が東北大会出場権獲得 
【男子】・400mH     小原俊介(24) 3位（東北大会） 

・走高跳  鈴木 卓(24) 5位（東北大会） 

    ・棒高跳  高橋拓実(31) 2位（東北大会） 

    ・棒高跳  鈴木 卓(24) 6位 

    ・やり投  伊藤公太(24) 8位 

【女子】・110mH     高橋真琴(36) 6位（東北大会） 

・400mH    高橋真琴(36) 4位（東北大会） 

    ・5000mW    小田島綾(36) 2位（東北大会）* 

    ・5000mW    本田絵梨(34) 5位（東北大会）* 

    ・七種競技 平野未来(26) 6位 
 

■ラグビー：準決勝惜敗、3位で東北大会出場 

・１回戦      黒沢尻北 86 -  0 盛岡南 

・準決勝     黒沢尻北 21 – 24 黒沢尻工 

 ・３位決定戦  黒沢尻北 59 – 12 宮古 

 

■サッカー：１回戦突破も 2回戦でシード校に敗退 
・１回戦      黒沢尻北  6 -  0 盛岡大附 

・２回戦     黒沢尻北  0 – 10 花巻東 

 

■バスケット：男子ベスト１６、女子昨年の再現ならず 
【男子】 

・２回戦      黒沢尻北 98 - 56 大東 

・３回戦     黒沢尻北 52 – 43 不来方 

 ・４回戦    黒沢尻北 65 – 84 盛岡南（２位） 

【女子】※３回戦から出場 

・３回戦      黒沢尻北 39 - 75 盛岡三 

 

■柔道：女子団体初戦突破、男子団体予選敗退 
【男子団体】 

 ・予選リーグ敗退 

【女子団体】 

・１回戦      黒沢尻北  1（代表勝ち） -  1 盛岡農 

・２回戦     黒沢尻北  0  – 2 花巻東 
 

■野球：県大会出場するも初戦敗退 
・１回戦      黒沢尻北  1 -  4 釜石商工 

 

■新体操：個人競技初出場で６位入賞 
【女子個人】 佐藤愛里沙(11)  総合 6位 

 

■弓道：男子は競射制してベスト８、女子はベスト 16 
【男子団体】46中／80射 ベスト 8（ 7位相当／33校） 

【女子団体】26中／60射 ベスト 16（11位相当／36校） 
  

■バレーボール：男女ともに惜しくも初戦敗退 
【男子】 

・２回戦      黒沢尻北  0 -  2 盛岡四 

【女子】 

・２回戦      黒沢尻北  1 -  2 花巻東 

―ソフトテニスー 

男子団体準決勝で岩手高校に惜敗 

男子村上・佐々木組は個人戦優勝 
■ソフトテニス：個人男女がインターハイ出場決定 
【男子団体】 

・２回戦      黒沢尻北 3 - 0 福岡  

・３回戦     黒沢尻北 2 – 0 高田 

・準々決勝   黒沢尻北 2 – 0 水沢  

・準決勝     黒沢尻北 1 - 2 岩手（優勝） 

【女子団体】 

・１回戦      黒沢尻北 3 - 0 紫波総合  

・２決勝     黒沢尻北 0 – 3 盛岡女子（２位） 

【男子個人】※IH：インターハイ 

・村上郁麻(32)・佐々木恭(36) 優勝（IH・東北大会） 

・藤原 優(21)・鈴木涼太(24) ３位（IH・東北大会） 

・菅野 要(36)・千葉拓人(23) ベスト 10（東北大会） 

【女子個人】 

・春山海帆(12)・菊池はづき(15) ベスト 6（IH・東北大会） 
 

■卓球：男女ともに惜しくも初戦敗退 
【男子団体】 

・１回戦      黒沢尻北 2 -  3 沼宮内 

【女子団体】 

・１回戦      黒沢尻北 1 -  3 盛岡農 

 

■バドミントン：男女ともに３回戦進出ベスト 16 
【男子団体】 

・２回戦      黒沢尻北 3 -  0 水沢農 

・３回戦     黒沢尻北 0 –  3 前沢（優勝） 

【女子団体】 

・２回戦      黒沢尻北 3 -  0 千厩 

・３回戦     黒沢尻北 0 –  3 大船渡 
 

■剣道：男女ともに予選リーグの壁突破できず 
【男子団体】 

・予選リーグ敗退 

【女子団体】 

・予選リーグ敗退 

 

※個人戦の成績は入賞者のみ掲載していますのでご了承く

ださい。 

 

**************************************************** 

各部へのご声援ありがとうございました。 

ソフトテニス部男女個人で今年の北信越インターハ

イへの出場権を獲得しました。陸上競技部はインター

ハイへの出場を賭けて東北大会に出場します。 

ラグビー・サッカー・野球は選手権大会が残ってい

ます。 

水泳部の高総体県大会は６月中旬に開催されま

す。 

文化部の各種コンクールはこれからです。 

引き続き本校生徒諸君に対して熱いご声援をお願

います。 


