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黒北 黒工 盛工 宮古 勝敗 順位 黒北 36 宮古

黒北 ３勝０敗

黒工 ０勝３敗 黒北 28 盛工

盛工 ２勝１敗

宮古 １勝２敗 黒北 33 黒工

男子
棒高跳　　 ２位 並岡　真生(1-4) 　４ｍ００

５位 柴田　健太郎(3-3) 　３ｍ７０

三段跳 ２位 及川　知浩(2-5) １３ｍ７３

走高跳 ４位 岡崎　圭汰(1-6) 　１ｍ８３

5000mW ５位 菅原　直人(2-5) ２３分５９秒１９

男子総合　 ７位

男子フィールド ３位

女子
やり投 ４位 福士　香織(3-6) ３４ｍ４８

4×100mR ６位 ５０秒３４

神尾　麗 　、菅原実咲

4×400mR ６位 ４分０７秒２１

大髙　祐珠、菅原実咲

5000mW ６位 髙橋　春花 ２９分４１秒８７

１００ｍ ７位 菅原　実咲 １３秒０５

太字の個人６名と女子リレーが東北大会出場します

女子団体 ３回戦 対　関二（０－３）　ベスト１６

バドミントン 男子団体 ２回戦 対　花農（２－３）

女子団体 ２回戦 対　久慈（３－１）

女子シングルス 八重樫花穂(3-3) １回戦　２－１　富岡伊勢（盛南）

　　　２回戦　０－２　畠山静花（花北青雲）

大髙　祐珠、佐々木こころ

神尾　麗 　、佐々木こころ

に訴えて来る。本県は、震災後から参加しており八重樫さんたちは４代目に

なります。
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　昨年の県高校新人戦を制した黒陵は、初戦は宮古に３６－１４、第２戦は

盛工に２８－０、最終戦は黒工に３３－１０で勝ち全勝でリーグ戦を制し高総体

が8月１７日～22日に欧州を訪問し、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で

国連軍縮会議、同本部軍縮局で平和スピーチなどを行います。

　また、スイス・ベルンでは同じ高校生に核廃絶の署名活動を展開し、被災

地への応援メッセージを募るほか八重樫さんたちは被災地の現状を世界

八重樫美綺さん高校生平和大使に
核兵器根絶や世界平和を訴える第17代高校生平和大使に、本県から宮

古高2年の中屋なでしこさんと黒陵2年の八重樫美綺さんの2人が選ばれま

した。長崎市の市民団体高校生平和大使派遣委員会（平野伸人代表）と同

岩手（三浦輝夫代表）が5月29日に発表しました。全国から選ばれた約20人

２連覇を果たしました。

　最終黒工戦は、前半に相手キックオフからのボールを自陣からつなぎ、CT

B小田中玲志（３年）がノーホイッスルトライ。PGを決められたがすぐに立て直

し、相手ボールのラインアウトを奪ってトライを決めるなどして１９－３で前半

中盤までリードしたがここから守勢にまわる我慢のラグビーで守りきり、後半

は要所でミスを最小限にし、黒工を １ トライに抑えた。

北上陸上競技場

  5/23～26

　海外に出て活躍するばかりがグローバル化ではないだろう。異文化の国

のだそうだ。一方、日本では、時給を上げてもアルバイトの人員が足りず店

を閉める状況まで起きているという。

いのだと思う。「 いいとこメガネ 」 を自分に向けて、それを自分の強みにし

て行って、勝手に壁を作らず、海外に飛び出す勇気と機会を創り出して若

高総体　陸上部男子フィールド３位

グローバリゼーションとは、社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家

や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす

現象である。グローバル化ともいう。（Wikipedia)

　近年良く耳にする言葉で「グローバルな能力」を持った人材などというとき

には、商社マンのように海外の現地に向かい、様々なビジネスチャンスを考

え、企業に企画書を出して働けるような人々ということになるのだろうか。

　５月９日の進路講演会で、１年生が「グローバル社会で仕事をするという

こと」と題して学研教育みらい学力開発事業部の大堀精一氏に講演をして

頂いたが、グローバル社会の基本は「競争原理」と言葉に、はっとさせられ

た。今、話題のルーズベルトゲームの世界が言語の壁を取り除いて展開

だ。確かに努力した人とそうでない人の差がハッキリ分かれてしまうだろう。

　国内にあっても、外国人の人たちと接する機会がこれからどんどん増え

ていくだろう。今年２月に、大阪のホテルに宿泊したがホテルの朝食のスタ

ッフは言葉がうまく伝わってないなと思ったら、配膳を担当していた従業員

の方は外国人だった。指示を出して居た人は日本人だったので、これから

日本でも同僚として海外の人たちと働く機会が益々増えていくだろう。

○

●

グローバリゼーション　Globalization

北村 　東文　責広報

燃える  黒  陵 ２ ０ １ ４ 年
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岩手県立黒沢尻北高等学校

日

黒陵ラグビー全勝で高総体連覇
八幡平市

５/２２～5/25

ツ人は、割に合わない賃金になり手がなく、失業率の改善につながらない

することを考えるとお題目だけで済まない厳しさを覚悟すべきだと思ったから

のだからそのためのプランづくりをしてみて欲しい。。

　ドイツでは、いわゆる３Kの仕事に外国人が多く就いてきていて、当のドイ

々で育った人々とどう付き合っていくべきなのか、例えばイスラム圏の人々

を観光客として地方に呼び込むためには、どうすれば呼び込めるのか。

　日本人の常識は世界の非常識という話を色々聞いた。自動販売機、コン

ビニのATM、宅配便、時刻通りの電車、水洗便所、電車で居眠り、いつでも

飲めるきれいな水等々。日本のいいところをもっともっと見つけておいてい

いうちに自分を試してみてはどうだろう。夢は持たなければ叶うこともない



男子　団体優勝ﾒﾝﾊﾞｰ

女子　団体優勝ﾒﾝﾊﾞｰ

男子
３回戦   ４０　大東

４回戦 　６４　水一

１１７　黒工
ﾍﾞｽﾄ８

佐々木　怜

女子
３回戦   ４６　岩泉

佐々木　怜

４回戦 インターハイ出場ペア

ベスト１６

女子５２ｋｇ級　準決勝
佐藤亜由美　　優勢 ○ 高橋萌美（盛岡南）

女子４８ｋｇ級　　佐々木麻美(１-１) ベスト８

女子団体　１回戦 １－２　　　○久慈東

男子６６ｋｇ級　　佐々木泰斗(3-4) ベスト８ インターハイ出場ペア

卓球 男子　 １回戦 黒北 ○ 葛巻

２回戦 黒北 ○ 宮古

女子 １回戦 黒北 ○ 福岡

２回戦 黒北 ○盛岡二 男子
女子

１回戦 黒北 ７-０ 盛大附 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　対　盛岡南(0-4)  ベスト８

（前半６－０、後半１－０）

２回戦 黒北 0-5 盛北 バレーボール 男子　 １回戦 黒北 種市

（前半０－０、後半０－５）

男子 ４０射１６中　(予選不通過） ２回戦 黒北 修紅

女子 ６０射２５中（準々決勝進出）ベスト１６

女子 １回戦 黒北

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 ﾊﾞｯﾃﾘｰ

黒北 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 高田-高橋廉 ２回戦 黒北 盛岡三

釜石 1 0 1 0 0 2 2 1 × 7 佐々木-西澤

千葉　未来(3-3)

千田　咲良(3-5)

山﨑　   華(2-5)

小野　風香(3-3)

女子体重別５２kg級で佐藤亜由美さん(1-6)が3位に入賞しました。

5/23～5/25

春山　海帆(3-5)

菊地はづき(3-2)

剣　道
県営武道場

女子　決勝

春山　海帆 (3-5)
黒北 ３－４ 高田

鈴木　理沙

菊地はづき (3-2) 千葉　理瑠

女子準決勝

春山　海帆 (3-5)
黒北 ４－０ 高田

菊池　花歩

菊地はづき (3-2) 船本理々香

菅原　佑輔

(3-2)

佐藤　貴大(3-2)

新井野湧平(3-2)

西本　駿介(3-3)

小野寺瑛司(1-1)

小澤健太(3-4)

髙橋　幹(3-3)

新井野湧平
黒北 岩手３－４

菅原　佑輔(3-2)

粒来　怜(2-1)

玉澤直人(2-1)

男子　決勝

鈴木雄大(1-4)

佐藤哲平(2-2)

佐藤　貴大

新井野湧平

西本　駿介

小野寺瑛司

佐藤　貴大

(3-2)

(3-2)

(3-3)

(1-1)

(3-4)

(3-3)
黒北

黒北

黒北

岩手

４－３

１－４

小澤健太

３回戦

髙橋　幹

　男女とも個人戦は惜しくも決勝で敗れ準優勝でした。しかし、インターハイ出

場枠で男子は６枠のうち５つ、女子は３つを獲得しました。

男子準決勝

　　黒北　３-０　釜石

４回戦

　　黒北　２-０　北上湘南

準決勝

　　黒北　２-１　盛岡二

決　勝

　　黒北　２-０　高田

上段左から　粒来怜(2-1)鈴木雄大(１-4)  佐々木貴史(2-1)及川太希(1-3)  

    新井野湧平(3-2)佐藤貴大(3-2)　佐藤哲平(2-2)玉澤直人(2-1)　

準決勝

　　黒北　２-１　盛岡三

決　勝

　　黒北　２-１　黒工

２回戦

　　黒北　３-０　一関一

１ ２

25-11
25-19

11-25
14-25

25-7
25-17

13-25
29-27
17-25

盛岡白百合

奥州総合体育館
北上総合体育館
5/29     ～6/1

２ ０

０ ２

２ ０
野　球
東山球場

5/24　１回戦

サッカー
八幡平市

5/24～5/25

弓　道
県営武道場

5/23～5/25

高総体　柔道　女子５２ｋｇ級　第３位
久慈市民体育館

5/30～5/31

３－１

０－３

３－１

１－３

花巻市
総合体
育館
5/23
～5/25

  ５２　花巻東

高総体　バスケットボール　男子ベスト８
奥州総合体育館

5/23～5/24

黒北 115

黒北　４３

①35- 6　②30-14
③30-18　④20-8

①7-15　②12-14
③5-12　④ 9-11

おめでとう　ソフトテニス団体男女優勝佐藤愛里沙さん個人総合優勝
女子新体操
県営体育館 5/25

5月30日から6月1日まで和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸで行われたソフトテニスで黒陵

男女がアベック優勝を果たしました。男子は１３回目、女子は３回目の優勝。

２回戦

　　黒北　３-０　不来方

３回戦

　　黒北　３-０　関二

４回戦

　　黒北　３-０　大船渡

　佐藤愛里沙（3-5)さんが新体操女子

個人総合優勝をし、東北選手権個人、

　インターハイ個人出場権を得ました。

　種目別

　ボール　　１位　　９．７５０  点

       春山美帆(3-5)菊地はづき(3-2)　山﨑華(2-5)小野風香3-3)

上段左から　千葉未来(3-3)千田咲良(3-2) 　田中こはる(3-5)鈴木楓由(2-5)  

対　不来方（1－4）　対　久慈東（2－3）予選ﾘｰｸﾞ敗退

対　久慈東（4－0）　対岩手女（4-0) 予選ﾘｰｸﾞ突破

準々決勝

黒北　８０

黒北　６７

黒北　４５

①25-11　②31-9
③14-12　④10-8

①15-16　②17-17
③14-18　④21-13

①32-9　②29-13
③35-9　④30-14

　フープ　 　２位　  ９．８５０　点

  個人総合　１位　　１９．６００　点
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