
工藤  敦史 　第３位　　東北大会出場
★新体操　（盛岡市ｱｲｽｱﾘｰﾅ）

女子個人総合　第５位　佐藤愛里沙

　3位

　
　
ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子（盛岡市・太田コート）

★男子団体２年ぶり１２回目優勝

★ﾗｸﾞﾋﾞー　５年ぶり３回目優勝　　　八幡平市・上寄木ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

            100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 佐藤　廉    (1-6)      6位

            200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 佐藤　廉    (1-6)      6位

　　　　　　200m平泳ぎ　高橋和希   (3-6)  　8位

　　　　　                    小野寺柚乃 （2-3)    7位    

個人
　　男子　100m自由形　塚野晃人  (1-6)　  4位

団体

        準決勝　　藤原・鈴木　　　　2－④　東北　　　（宮城）

            100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 小野寺彩純  (1-6)    8位

　　女子　200m自由形　小野寺福美 (2-6) 　6位

ソフトテニス東北選手権結果
個人戦　藤原優・鈴木凉太　第3位

　　　　　　　　　　　　　　　熊谷佳奈　  (3-4)   8位
　　　　　　400m自由形　小野寺福美 (2-6)　 7位　
            100m背泳ぎ　 及川玲奈    (2-3)    5位
            200m背泳ぎ　 及川玲奈    (2-3)    6位
　　　　　　200m平泳ぎ　高橋美月     (1-2)  8位

　　（千田真緒・佐々木こころ・菅原実咲・平野未来）

★陸上競技　（盛岡市・県営陸上競技場）

　5000m競歩　８位　高橋和樹(3-6)　

　400m障害準決勝　７位　平野未来  (3-5)
　やり投げ　 　決勝２４位　水賀美　光 (3-3)

　男子

　祝　インターハイ出場

祝優勝★ラグビー★ソフトテニス

陸上競技　岩手県選手権大会
　　男子　４００ｍ障害　　小原　俊介 (3-6)　2位

3位決定戦　　　　黒北　41-　7 秋田中央 （秋田2位）

★ラグビー　　（八幡平市上寄木グランド）
黒北　47-　5 三本木農業（青森2位）

黒北　15-17 秋田工業　 （秋田１位）

★柔　道　（盛岡市・県営武道館）
73kg級

★ラグビー
全勝優勝　　　　　黒北　８３－７宮古
黒北６５－７盛工 黒北４０－５黒工

★陸上競技（秋田県営陸上競技場）

　　　　　「53秒台は自己新！」　

東北総体

　400m障害　４位　（53秒85）　

　小原俊介（３－６）

★バスケットボール　 女子　ベスト　８

高総体　前期　結果

★ソフトテニス　女子個人戦（一関市総合運動公園コート）

　春山海帆・菊地はづき ペア　第３位　IH出場

　　　　　　　　　　　　　女子団体戦　ベスト８

個人戦　石川史也・佐藤晃
大ペア　第３位　↑IH出場

　女子

高総体　開会式　5/21 （火）盛岡　県営陸上競技場

　　4×100mR  ８位

　男子　　　　　 団体　総合６位

　　棒高跳　　  優勝　鈴木　卓  　(4m30 )
　 　400mH 　　 優勝　小原　俊介  (54s80)
    やり投げ　  ３位　伊藤　公太 (50m85)

　女子

 　やり投げ　  ２位　水賀美　光  (35m91)
    400mH 　　 ６位　平野　未来  (1m06s24)
　　4×400mR　 ７位               (4m08s66)

　 　5000m競歩  ４位　高橋　和樹　 (22m37s91)

　藤原優・鈴木涼太ペア　ｲﾝﾀｰﾊｲ敗者復活戦勝利　　IH出場

　　女子　棒高跳び　　 　水賀美　光　(3-3) 優勝
　　　　　　　ハンマー投げ　　澤瀬　　　南　(3-3) 　6位
      　 小原、水賀美両名は東北選手権出場。

高総体　水泳　結果　　6/21～6/23 盛岡市民プール

　　男子　400mR　　6位　　　　男子400mﾒﾄﾞﾚｰR　　6位
　　女子　400mR　　6位　　　　女子400mﾒﾄﾞﾚｰR　　７位
　　男子　800mR　 　6位　　　　

　　　　　200m自由形 塚野晃人 (1-6)   2位

広 報
燃える 黒 陵 岩手県立黒沢尻北高等学校 25号 運動部年末特集

2013 年 12月 5 日 発 行 文 責 北 村 東



女子

★陸上競技
　２・３部共通男子　棒高跳 第１位　鈴木　　卓　　記録　４ｍ３０

　８・９部共通女子　棒高跳 第１位　水加美　光　 記録　２ｍ９０

　８部女子　　　　 第２位　澤瀬　　南　 記録　２５ｍ３１

　２部男子　 １００ｍ 第２位　小原　俊介　記録　１１秒１２

１回戦　熊本工業高校

黒北 ２－１熊本工高

２回戦　三重高校

県大会 男子 黒北 ０

女子 黒北 ２

黒北 １－２三重高

3 ランで勝負あり

3回戦　突破 花巻球場　　4回戦
1　２ ３　４ ５　６ ７　８  ９  R  H  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

黒 北 ０　０ ０　０ ４　０ ０　０  ０  ４  9  0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 6 1

盛 北 ０　０ ０　０ ０　１ ０　１  ０  ２  5  0 0 0 0 0 0 2 0 0 2× 4 7 2

２回戦 黒北 ３－０ 黒北 ２－０ ２回戦 黒北 ３－０ 黒北 ２－１

女子　棒高跳び　第３位
３回戦 黒北 ２－０ 花北 決勝 黒北 ２－０ 岩手 ３回戦 黒北 ２－０ 決勝 黒北 ２－０ 高田

　　水賀美　光　　２ｍ９０
４－１ ４－０

　（自己ﾀｲ記録）
４－１ ４－１

男子　４００ｍH　第６位

　　小原俊介（53秒74)

　　 予選で黒北新樹立（53秒41) 佐藤　貴大 ３位 粒来　怜
新井野湧平 玉澤直人

佐々木貴史・佐藤哲平

西本駿介・髙橋　幹

少年女子岩手県チーム

団体　（２４射）

男子個人は　２ペアが３位
３位

ベスト８　

ベスト８　

ソフトテニス女子個人
個人優勝 個人準優勝

菊地はづき

春山海帆千葉未来

千田咲良

３年
ぶり

９

９回目の
優勝

宮古水産 準々決勝 花北青雲 盛岡第一 準々決勝 北上翔南

男　子 女　子

一関第二

初　優　勝
春山・菊地 菊池・船本

山﨑・小野
鈴木・千葉理

粒来・玉澤 津島・漆原

佐藤貴・新井野

菅原・佐々木

バレーボール高校選手権岩手予選会
　北奥地区予選会　　　　　　　　　　　8/29～8/30奥州市総合体育館

男子３位通過 黒北２－１翔南、黒北２－０岩谷堂、黒北１－２水工、黒北０－２水沢

女子１位通過 黒北２－０水農、黒北２－０水一、黒北２－０翔南、黒北２－０前沢

ダブルス　　八重樫花穂・鈴木遥  ５位

　　　　　　　　　吉田風香 ・野里京香７位

男子団体　　５位通過

女子団体　　３位通過

個人戦　女子

シングルス　八重樫花穂　    ５位

　４００ｍ自由形　６位　　小野寺福実（2-6）

　２００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋美月（1-2）

　1００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋美月（1-2）

　４００ｍフリーリレー５位　　　　　　　　　

　４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー６位　　　　　　　　　

　　柳口咲希,高橋美月,小野寺彩純,小野寺福実

　２００ｍ自由形 ２位　塚野晃人　 １分５６秒８９

　１００ｍ自由形 ２位　塚野晃人　５４秒６１

　　高橋美月,小野寺柚乃,小野寺彩純,小野寺福実

　４００ｍフリーリレー３位　３分５０秒１６

サッカー通算成績１０戦全勝　２部昇格プレーオフへ

高円宮杯いわてU－１８サッカーリーグ2013　３部中部エリア

9月26日｛木）～28日（土）水沢体育館

　新人大会　羽球　北奥地区予選結果　（県大会出場者）

塚野晃人、菅原裕介、金子尊哉、佐藤廉

　４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー４位　　　　　　　　　

　　塚野晃人、高橋和希,佐藤廉、金子尊哉

　２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ　５位　　佐藤廉（1-6）

　1００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ　５位　　佐藤廉（1-6） ,

　２００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋和希（2-2）

　1００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋和希（2-2）

男子　塚野晃人　100・200自由準V

（４位以内東北大会出場）男子

第１２回県新人交流弓道大会　２４日　北上市民弓道場

１年男子　　優勝 黒沢尻北高C　１０中
　　　　　　　　　　　（　石川峻平、梅田隆之、高橋　諒　）

東北総体　８／２５
ソフトテニス女子優勝

菊地はづき（黒北）・ナ、ダソム（誠桜）

高橋杏奈（花南）・藤村茜（花南）

千葉未散（翔南）・日高ダイヤ（花南）

東北陸上競技選手権大会
（日本選手権東北予選・H25年8月,25
日　山形県天童）

佐藤晃
佐藤哲 １－４

坪倉
中村

陸上定期戦　８月７日（水）　県営運動公園
　盛岡一高との陸上定
期戦が盛岡の県営運動
公園で行われました。結
果は、２９３点対２９２点
の１点差で黒北が勝利
し、対戦成績を５３勝２６
敗としました。来年は、
北上会場で、８０回の記
念大会となります。

佐々木

玉置 ０－４
古賀
芝井

藤原
鈴木

４－３
神崎
産屋
敷

藤原
鈴木

４－２
坪井
佐藤

佐藤晃
佐藤哲 ４－３

坂田
日置

ハンマー投

北部九州インターハイ　８／１～８／４　大分　だいぎんﾃﾆｽｺｰﾄ

粒来
千葉

１－４
岡部
境

佐藤愛里沙 得点　８．５５

男子　第１位

　　　　第３位

女子　第４位

藤原　優・鈴木凉太

佐藤貴大・新井野湧平

春山海帆・菊地はづき

岩手県民体育大会
7/7

★ソフトテニス

東北総合体育大会代表選考会　７／４ 県高校水泳新人大会　９／２０～２１　雫石県営屋内温水プール

男子４００ｍフリーリレー　３位

県新人ソフトテニス　男女　団体優勝

★新体操　少年女子　　個人種目　ボール
　　　　第１位

黒北

福岡

野球部　悔しい　サヨナラ野球部　盛北に勝利

野球初戦を飾る

7月15日（月）
９：００試合開始対遠野高

主将花海　の右翼場外 

（12-25,16-25)２　遠野
（9-25,18-25)２　釜石、黒北０（13-25,22-25）２　遠野



男子 黒北 久慈 女子 黒北 高田

黒北 不来方 黒北 山田

黒北 黒工 黒北 修紅

     ﾍﾞｽﾄ８　佐藤貴大（2-2)         ﾍﾞｽﾄ８　千葉未来（2-4)

     ﾍﾞｽﾄ16　新井野湧平（2-1) , 千葉拓也(1-4)

ベスト８以上の戦績 ２年連続同カード ２回戦　黒北３－１花泉、３回戦　黒北１-３花北　ﾍﾞｽﾄ16

１回戦　八重樫・鈴木　●　０－２　○　不来方
６０－０ 138 １回戦　吉田・野里　　 ●　０－２　○　盛大附属
７８－０ 0 ２回戦　八重樫　 　 　　●　０－２　○　盛岡四

１７－０ ５０
３３－０ ０ 男子　個人戦（83名出場）

４３－０ ８８
４５－０ ０

12-12 ２９ 女子　個人戦（80名出場）

17-5 １７
４９－０ ７６                                                            2 名通過

２７－０ ０
７－１７ １２
５－１０ ２７

０－４８ ７
７－５３ １０１

黒北２年連続４度目の優勝

  2  1  0 0 12  3  1  　0 0 17 29
T　G P　D 前半 T　G P　D 後半 計

  2  1  0 0 12 1　0 　 0 0 5 17

黒北　 FW

HB

TB 　　優勝　黒北
FB 7 2位黒工

リザーブ

7

0 0 0 0

０－１６  22-0 　５４－０
０－１７  22-0 　３５－０

0 0 0
　3位盛工

女子団体 ベスト　８

個人戦 男子

女子

齋藤遼 ３回戦

白畑朱理 ３回戦 白畑朱理 ３回戦

※１ ※２

26
7-0
17-7

14-12
7-14７

日
121 60 97 129

66-0
55-0

新体操新人大会　　個人総合２位　東北大会出場
　佐藤愛里沙(2-6)    フープ２位、ボール２位

バドミントン新人大会

宮
古

剣道11/8～9盛岡

新人大会

予選リーグ

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出黒北　　３－０　遠野

黒北　　０－５　福岡

岩手高Ａブロック残留 盛南Ａブロック昇格

黒
北

岩
手

不
来
方

盛
工

ラグビー新人戦　２連覇　４度目優勝

９
日

26
12-7
14-0８

日
24 21

盛
北

福
岡
工

黒
工

33 44 89

千葉弘太郎（２年）、平賀雅崇（３年）、佐藤和明（３年）、大森雄渡（２年）

及川賢雄（３年）、稲垣佑都（２年）、小田中玲志（２年）、髙橋恭平（１年）

0-31
0-29

45-0
52-0

0-62
0-67

横田龍祐（３年）、石橋尚宜（２年）

黒沢尻北

盛岡北

女子　団体

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

弓道新人大会北奥地区予選会

1位　小田島祐輔(2-3)11/12 , ８位 大平緩斗(2-6) 7/12

9位　小原雄大(2-6) 7/12  　　　　　　　　　　　  3名通過

５位　伊藤玲加(1-4) 8/12 , ８位 渡邉明子(1-3) 6/12

盛岡工

不来方

宮　古

黒北

　　　　　　　　　　２回戦　中川○　３-１ ●後川（盛岡誠桜）

　　　　　　　　　　３回戦　中川●　０-３ ●佐藤（大野）

卓球新人大会　　
男子団体　　　１回戦　黒北３－０葛巻　 、２回戦　黒北０－３高田

女子団体　　　１回戦　黒北３－０伊保内、２回戦　黒北１－３大東

千葉啓寛（３年）、畠山験（３年）

梅津友喜（１年）、八木優太（３年）、髙木駿太（３年）、市村康平（３年）

梅津和司（３年）

黒工
髙橋侑暉｛３年）、鈴木健太（２年）、菊地慶｛２年）、城沢友暉（３年）

菊池光（３年）、大澤大和（２年）、松本遼太郎（３年）、佐々木征嗣（２年）

岩　手

福岡工

黒沢尻工

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　１回戦　立川目●　０-３ ○小野寺（一関高専）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　１回戦　星　 ○　３-２ ●川上（大野）

　　　　　　　　　　２回戦　星　 ○　３-０ ●千葉（水沢工）

　　　　　　　　　　３回戦　星　 ●　０-３ ○村上（高田）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　１回戦　照井●　１-３ ○長岩（花北）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　１回戦　中川○　３-０ ●野辺地（伊保内）

82-49

93-61

69-95

63-59

95-72

43-95

岩手県ソフトテニス連盟Ｕ１７選考シングルス大会

11月2日（土）一関運動公園男子
優勝
粒来怜(1-2)

女子
優勝
菊地はづき
(2-2)

男子　3位　玉澤直人(1-4)　、　佐藤哲平(1-2)

                   佐々木貴史(1-4) , 高橋幹(2-5)

   女子  ２位　春山海帆(2-3)

バスケット　選抜優勝大会岩手県予選会結果　１８日～２０日

柔道　県新人大会
　男　子　６６ｋｇ級

　佐々木泰斗　(2-5) 　ﾍﾞｽﾄ　８ラグビー　花園へ　２連覇達成


