
第 号

美込める

１３４名

１５９名

委嘱ｺｰﾁ数　１５ 部　１５名

短期大学 　２２名

委嘱ﾄﾚｰﾅｰ数　５ 部　５名 医療系専門学校　　２１名

その他の専門学校　11名

公務員 ６　名
90周年式典　　　　

（祝賀会）
になります

ご協力をよろしく

お願いいたします 粒来怜・玉澤直人　　　　３－④　　

PTA総会

学年PTA

女子１回戦　１ー②

岩手県立黒沢尻北高等学校

日

国公立大現役　合格者　１３４名　東北大10　岩手大40　

北村 　東文　責

２ ０ １ ４ 年

12

発　 　行9 月 10

都留文科大2  等

私立大学
盛岡大16,  岩手医大11, 東北学院大10, 東北福祉大7, つくば国際大5,

尚絅学院大4, 宮城学院女大4, 石巻専修大4, 東北薬科大3, 東北女子大3　 

日本大12, 東京農大5, 東洋大5, 東海大4, 法政大4,　中央大3, 明治学院大3,

主な進路状況　（数字は合格のべ人数、数字の無いところは1名）
国公立大学

岩手大40, 東北大10, 山形大6, 弘前大4, 秋田大4, 小樽商大3, 北見工大3,

茨城大3, 新潟大3, 福島大2, 宇都宮大2, 東京外大, 一橋大, 横浜国大

男子 女子 計 教員数

岩手産業技術短4, 北上ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｱｶﾃﾞﾐー2, 秋田職能短、　農業大学校　等

北上消防、宮古消防、岩手県警、青森県警、東京消防庁、自衛隊

平成26年度生徒数はつぎの通りです。

帝京科学大3, 帝京大3, 獨協大2, 千葉工大2, 和洋女子大2, 青山学院大2,

大正大2, 大東文化大2, 慶應大、自治医大、同志社大　等

〈国公立短大〉　岩手県宮古短5, 岩手県盛岡短3, 会津大短3, 山形米沢女短 他

〈私立短大〉　　 岩手看護短3, 盛岡大短2, 修紅短  他

岩手県一関高看7, 花巻高看4, 岩手リハビリ4, 岩手県二戸高看　等

平成25年度進学状況　まとまる　4月4日現在

第１号～１０号ﾀﾞｲｼﾞｪスト広報

燃える  黒  陵

全校生徒数は　７１８名　です　　　　　

5月1日（木）が　　　

合計 369 349 718 44

３学年 116 120 236 15

２学年 134 109 243 14

1学年 119
　全国高等学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会が、3月29日～30日愛知県名古屋市　日本ガ

イシホールで行われました。11年ぶりに全国大会に出場した男子は大
牟 高校 ② 敗れ初戦を飾れま ん た

女子は高岡西高と対戦しましたが、１－１　のあとの大将戦で相手のダブル

後衛ペアーに手こずって敗退しました。

千葉未来・鈴木楓由　　④－２

まで触れられ好企画であった。「親子３代黒陵」も同様。表紙も良かった。

などの講評が寄せられました。

　　　　　　　特集の記事の一部

全国高等学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会　男女初戦敗退

　特集「弁当」（職員もふくまれているのがよい）は、「家庭と学校」「生徒の素顔」

の出席もよろしく

お願い致します

東北地区高P連広報誌コンクール優秀賞
平成25年度の東北地区高P連広報誌コンクールで、本校PTA会報

（黒陵第１２４号11月発行）が昨年に引き続き優秀賞に選ばれました。

最優秀賞は青森工業高校でした。水沢工業高（水工PTA会報　第１２１号）と本

校（黒陵第１２４号）は全国大会に出品されます。6月4日のPTA定期総会（ｻﾝｾ

ｰﾙ盛岡）で表彰されます。　　審査員からは・・・・・

120 239 15

両選手は５月１７日　愛知県一宮市で行われる全日本シングルスへの出場権

を得ました。　男子ベスト８　　佐藤　哲平　（２年）、佐藤貴大（３年）

　　　　　　　 　男子べスト１６　佐々木貴史（２年）、鈴木雄大（１年）　　　　　　Ｐ１

山﨑　華・小野風香　　 ２ー④

春山海帆・菊地はづき　１ー④

全日本シングルスソフトテニス選手権大会　岩手県予選会

　４月６日（日）和賀川グリンパーク　で、男子は一般男子を含めた大
会 女子は高校生 中学生が参加した大会で男子は粒来　怜（２年）選手が優勝

平成２６年度　部活動外部コーチ・トレーナー
平成２６年度の部活動の外部コーチ・トレーナーの皆さんです。

陸　　　　　　上 　渡部　修久 週５回

ラ　グ　ビ　ー 　平野　大介 週４～５回

女子ソフトテニス 　内藤　朱美 週４回程度

女子バレーボール 　飯塚　則美 土・日・祝日
卓　　　　　　球 　佐々木一之 週末

女子バスケットボール 　八重樫立野 毎日

男子バレーボール 　田中　大輔 週１～２回

柔　　　　　　道 　高橋　慎太郎 週２回

華　　　　　　道 　本間　愛子 月２回＋行事日（前後）

男　子　弓　道 　大向　直幸 毎日

女　子　弓　道 　高橋　　 衛 毎週末（土・日）

　　　　部　　　　名 　　　　氏　　　名 　指　導　頻　度

書　　　　　　道 　寺崎　良謙 週３回

美　　　　　　術 　五十嵐　彰 ほぼ毎日

岩手県立大17, 新潟県立大5, 前橋工大4, 高崎経大3, 釧路公立大3, 横浜市立大2

女子バスケットボール 桑島　大介 月２～３回

　　　　部　　　　名 　氏　　名　（敬称略） 　指　導　頻　度 平成25年度の進路状況がまとまりました。生徒諸君・教職員の弛まざ
る努力がみのり、1昨年に次ぐ実績をおさめていただきました。
本校生徒の志願者が多い国公立大学には現役で１３４名が合格しまし
た。地元岩手大学の現役合格者数は、盛岡三高78名、黒沢尻北40
名、盛岡四高３４名、花巻北・盛岡北２２名でした。
東北大学合格者は盛岡一高44名、盛岡三高21名、水沢高13名、黒沢
尻北10名、花巻北10名、一関一高9名でした。

男子ソフトテニス 岩田　　索 週１回及び大会帯同

野　　　　　　球 佐藤　　一 週１回

陸　　　　　　上 谷村　朋哉 週１回

ラ　グ　ビ　ー 小菅　智美 週２回

文　　　　　　学 　小林　輝子 週１～２回



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

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

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

男子　団体優勝ﾒﾝﾊﾞｰ ２回戦

　　黒北　３-０　不来方

３回戦

　　黒北　３-０　関二 A ブロック

４回戦 黒北 黒工 盛工 宮古 勝敗 順位 黒北 36 宮古

　　黒北　３-０　大船渡 黒北 ３勝０敗

準決勝 黒工 ０勝３敗 黒北 28 盛工

　　黒北　２-１　盛岡三 盛工 ２勝１敗

決　勝 宮古 １勝２敗 黒北 33 黒工

　　黒北　２-１　黒工
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)　

女子　団体優勝ﾒﾝﾊﾞｰ ２回戦

　　黒北　３-０　一関一

３回戦

　　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　２-１　高田 女子　決勝

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)  

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

インターハイ出場ペア
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

インターハイ出場ペア

佐々木　怜

男子　決勝 男子 対　不来方（1－4）　対　久慈東（2－3）予選ﾘｰｸﾞ敗退

女子 対　久慈東（4－0）　対岩手女（4-0) 予選ﾘｰｸﾞ突破

佐々木　怜 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　対　盛岡南(0-4)  ベスト８

4月29日（火）

北上総合運動公園

で行われます。

１回戦

　黒北　４１－７　盛岡南

準決勝

　黒北　５０－５　不来方

７分ハーフで行われる７人

制ラグビーで盛岡工をノー

トライに抑えて優勝しまし

た。全国大会は７月１９日

～２１日長野県・菅平高原

粒来　 怜（２）・玉澤直人（２） 優　勝
鈴木雄大（１）・佐藤哲平（２） ベスト　８

盛岡工
１２－０

５月１日（金）

和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ

決　勝
黒　北 31

１９－０
0

春木海帆（３）・菊地はづき（３） 準優勝

千葉拓也（２）・菊地太一（３） ベスト１６
　　　※粒来・玉澤組は６月下旬に札幌市で行わ

れるハイスクールジャパンカップに出場

西本駿介（２）・小野寺瑛司（１） ベスト　８

佐々木貴史（２）・及川太希（１） ベスト１６

佐藤貴大（３）・新井野湧平（３） ベスト１６

男子

八幡平市
５/２２～5/25

　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

　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

高総体　陸上部男子フィールド３位

女子

おめでとう　ソフトテニス団体男女優勝

北上陸上競技場

  5/23～26

ハイスクールジャパンカップ県予選

７人制ラグビー初代王者

● ○ ● 3

● ○ ○ 2

● ● ● 4

は要所でミスを最小限にし、黒工を １ トライに抑えた。

Ｐ２

大髙　祐珠、佐々木こころ

神尾　麗 　、佐々木こころ

19- 3
14- 7

10

７- 0
21- 0

0

17- 0
19-14

14

○ ○ ○ 1

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

黒陵ラグビー全勝で高総体連覇

小澤健太 (3-4)

新井野湧平 (3-2) 髙橋　幹 (3-3)

佐藤　貴大 (3-2)
黒北 ４－３ 黒北

菅原　佑輔

小野寺瑛司 (1-1)

西本　駿介 (3-3)
黒北 １－４ 岩手

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

菊地はづき (3-2) 千葉　理瑠

新井野湧平(3-2) 小野寺瑛司(1-1) 髙橋　幹(3-3) 玉澤直人(2-1) 佐藤哲平(2-2)

佐藤　貴大(3-2) 西本　駿介(3-3) 小澤健太(3-4) 粒来　怜(2-1) 鈴木雄大(1-4)

春山　海帆(3-5) 千葉　未来(3-3) 山﨑　   華(2-5)

菊地はづき(3-2) 千田　咲良(3-5) 小野　風香(3-3)

春山　海帆 (3-5)
黒北 ３－４ 高田

鈴木　理沙

剣　道
県営武道場

5/23～5/25

佐藤　貴大 (3-2)
黒北 ３－４ 岩手

菅原　佑輔

新井野湧平 (3-2)



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）

女子団体 ３回戦 対　関二（０－３）　ベスト１６

バレーボール 男子　 １回戦 黒北 種市

２回戦 黒北 修紅

女子 １回戦 黒北

２回戦 黒北 盛岡三

6月13日～6月16日
ひとめぼれスタジアム宮城

棒高跳び　　並岡　真生（1-4) ３位　４m４０ 　インターハイ出場

１回戦 黒北　　５６－０ 石巻工（宮城２位）
準決勝 黒北　　１９－２１ 秋田中央（秋田１位）
３位決定戦 黒北　　３６－１２ 青森北（青森１位）

男子
１００ｍ自由形 塚野晃人 （2-3) ２ 位

２００ｍ自由形 塚野晃人 （2-3) １ 位

２００ｍバタフライ （2-5) ７ 位

２００ｍ平泳ぎ （3-1) ７ 位

５ 位

５ 位

５ 位

女子
５０ｍ自由形 佐藤　萌 １ 位

（2-2) ６ 位

（2-2) ８ 位

３回戦   ４０　大東 1００ｍ自由形 佐藤　萌 ３ 位

１００ｍバタフライ （2-2) ４ 位

４回戦 　６４　水一 ２００ｍ自由形 （3-5) 7 位

２００ｍ平泳ぎ 髙橋美月 （2-1) 7 位

１１７　黒工 ４００ｍ自由形 （3-5) ８ 位

ﾍﾞｽﾄ８ ４ 位

３回戦   ４６　岩泉 ６ 位

４回戦
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
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

１回戦 黒北 ７-０ 盛大附 　　 福岡（九州）

（前半６－０、後半１－０）

２回戦 黒北 0-5 盛北
（前半０－０、後半０－５）

男子 ４０射１６中　(予選不通過） T G PG DG T G PG

女子 ６０射２５中（準々決勝進出）ベスト１６ 3 3 0 0 １ｓｔ 2 1 0
2 1 0 0 ２nd 2 2 0

高総体　バスケットボール　男子ベスト８

　ボール　　１位　　９．７５０  点

　フープ　 　２位　  ９．８５０　点

  個人総合　１位　　１９．６００　点

　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

　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

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。

盛岡白百合

１
13-25
29-27
17-25

２

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

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

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。

２
25-7
25-17 ０

サッカー
八幡平市

5/24～5/25

弓　道
県営武道場

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。

３－１

花巻市総
合体育館
5/23  ～
5/25

０－３

３－１

１－３

黒北　４３ ①7-15　②12-14
③5-12　④ 9-11

  ５２　花巻東

高総体　柔道　女子５２ｋｇ級　第３位 久慈市民体育館
5/30～5/31

準々決勝 黒北　４５ ①32-9　②29-13
③35-9　④30-14

黒北 115

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）

２
25-11
25-19 ０

奥州総合体育館
北上総合体育館
5/29     ～6/1 ０

11-25
14-25 ２

東北高校選手権（陸上）

東北高校ラグビー兼ＮＨＫ杯　３位
天童市　山形総合運動公園

６／１９～６／２２

塚野２００ｍ自由・佐藤５０ｍ自由　1位 6月27日～29日
盛岡総合プール

5/23～5/25

男子

女子 ①35- 6　②30-14
③30-18　④20-8

奥州総合体育館

5/23～5/24
黒北　８０ ①25-11　②31-9

③14-12　④10-8

黒北　６７ ①15-16　②17-17
③14-18　④21-13

髙橋和希

４００ｍフリーリレー 塚野晃人、金子尊哉、菅原裕介、佐藤廉
４００ｍメドレーリレー 塚野晃人、髙橋和希、佐藤廉、金子尊哉

　高総体水泳競技が盛岡市立総合プールで行われ男子２００ｍ自由形で

塚野晃人君、女子５０ｍ自由形で佐藤萌さんが優勝しました。

　県大会８位以内が東北大会に出場します。

高総体　水泳競技

佐藤　廉

（1-4)

小野寺彩純

小野寺福実

小野寺福実

４００ｍフリーリレー 佐藤萌、小野寺柚乃、平埜あゆみ、小野寺福実

８００ｍフリーリレー 塚野晃人、金子尊哉、菅原裕介、佐藤廉

（1-4)

平埜あゆみ

小野寺彩純

４００ｍメドレーリレー 佐藤萌、髙橋美月、小野寺彩純、小野寺福実

             ※金子尊哉（2-4）、菅原裕介（2-6）、小野寺柚乃（3-3）

Ｐ３

県民体育大会　少年女子新体操 ７月６日
個人種目

　県民体育大会新体
操競技　個人種目の
部で関川菫（1-4）さ
んがクラブで１位、佐
藤愛里沙（3-5）さん
がフープで２位にな
りました。

クラブ　１位　関川　菫 　フープ　２位　佐藤愛里沙

90周年招待試合ラグビー
7月12日（土）
北上総合運動公園陸上競技場

DG

0
0

黒北
２１ １ｓｔ １２
１２ ２nd １４
３３ 計 ２６



男子

三段跳 優勝 及川知浩 （2-5） 14m13 北上中

走高跳 岡崎圭汰 (1-6)  1m80 江釣子中

(1年生の部）
１００ｍ 並岡真生 (1-4) 11秒73 北上中

110mH 菊池文太 (1-4) 17秒11 上野中

走幅跳 岡崎圭汰 (1-6)  5m84 江釣子中

110mH 髙橋璃玖 (1-1)  17秒93 北上中

女子
やり投げ 福士香織 (3-) 35m23 東和中

10000mW 髙橋春花 （2-3） 64分10秒29 江釣子中

４００ｍ 佐々木こころ（2-6） 61秒01 江釣子中

男子 (1年生の部）
5000mW ３ 位 (2-5) 1500ｍ 大戸里桜 (1-6) 5分00秒92 江釣子中

走り高跳び ５ 位 (1-6) ※
４×100R ８ 位 齋藤慶(2-6) 及川知浩(2-5) 

千田紘生(1-1) 並岡真生(1-4)

女子
やり投げ ３ 位 (3-6)
800m ４ 位 (1-6)
5000mW ４ 位 (2-3)
400m ７ 位 (2-6)

　男子　２００ｍ自由形　２位
　１分５６秒１７

　　　　　　　　　　塚野晃人 (2-3) 上野中

インターハイ　
ソフトテニス

女子個人
１回戦

２回戦

男子団体
１回戦
× ２－４ 宮木・大畑　○

○ 鈴木雄大・佐藤哲平 ４－２ 押見・黒木　×

○ ４－１ 和泉・中木　×

２回戦 黒北　０－３　中京（岐阜） ３回戦
× ２－４ 奥村勇・洞谷○

× 鈴木雄大・佐藤哲平 ０－４ 安藤・仲野　○

× ０－４ 立木・真野　○ ４回戦　　ﾍﾞｽﾄ６４

男子個人
１回戦 女子団体　１回戦

と対戦しました。 ○ 鈴木・佐藤哲 黒北
× 粒来・玉澤 ×

× 小澤・高橋 ×

２回戦 ○

× 鈴木・佐藤哲

× 佐藤貴・新井野 ３回戦
○ 西本・小野寺 × 西本・小野寺

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 4 0 0 0

0 0 0 0 0 2 2 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

５２ｋｇ級 高総体ﾍﾞｽﾄ4以内が参加 佐藤亜由美（1-6) 0 0 1 4 0 3 1 0 0

1 1 1 0 0 0 0 1 0

決勝 延長の末　指導が入り惜しくも２位

大戸　里桜
高橋春花

県陸上選手権結果 北上陸上競技場
6月27日～29日

  ５位
  ６位

  ２位
及川知浩君は日中韓陸上に地元代表として三段跳に出場します。

佐々木こころ

県民体育大会（国体予選）
７月12日～13日

県営運動公園陸上競技場

５位

  ６位
  ６位
  ７位
  ８位

  ４位

菅原　直人
岡崎　圭汰

福士　香織

　インターハイ水泳競技は、千葉県習志野市

で、８月１７日から８月２０日まで行われます。

　　　　　　　インターハイ出場 

女子個人　４回戦 女子 7/26～7/29

東北水泳　２００ｍ自由形　塚野 君　２位
　秋田市の秋田県立総合プールで７月１９日

に行われた東北選手権競泳男子２００ｍ
自由形で、塚野晃人（2-3)君が　２位　に
入り、インターハイ出場を決めました。

千葉県
男子団体　２回戦 男子　7/30～8/2 白子町

山﨑華
４－２

村田 山
口小野風香 北村

西本駿平・小野寺瑛司 菊地はづき 布施

群
馬小野風香 高山

黒北　２－１　横浜創英（神奈川） 千葉未来
１－４

草野 群
馬佐藤貴大・新井野湧平 千田咲良 上原

男子団体 横浜創英　戦
山﨑華

０－４
木村

西本駿平・小野寺瑛司

春山海帆
０－４

中谷 北
海
道菊地はづき 長内

佐々木貴史・及川大希 春山海帆
４－３

本庄 福
井菊地はづき 青木

４－１ 遠藤・藤野（大分）× １－２ 就実（岡山）
０－４ 溝部・須山（愛媛）○ 山﨑・鈴木 ２－４ 黒田・大塚 ○

２－４ 鹿児嶋・野村（福岡）○

○

千葉・菊地 ４－３ 谷吉・久山 ×

０－４ 山本・舩木（島根）○ 春山・小野 １－４ 石井・福永

記　念 日本文理高校 森山球場

８月８日（金）北上陸上競技場で恒例の黒陵・盛一陸上部定期戦が行わ

れました。1928年から開催されたいる定期戦は、戦後数回開催されません

でしたが今年が８０回を迎える伝統の対抗戦です。１年ごとに盛岡市と北上

市で交互に開催しており、両校の応援団、陸上部のＯＢ、ＯＧが補助員に駆

けつけるなどしてトラック競技男子１０種目、女子８種目、フィールド競技男

子６種目、女子５種目で行われ総合成績黒陵288点、盛一316点で今年は

盛一が勝ちました。通算成績は黒陵の５６勝２４敗になりました。競技のあと

両校部員で交流会を持ち友好を深めました。　　　　両校陸上部員

今年は盛一に軍配　通算成績黒陵の56勝24敗に

９０周年
招待試合 花巻東高校

４－３ 林・小笹　（京都）×

３－４ 猪本・佐藤（徳島）○

９０周年記念　黒陵・盛一陸上部定期戦

２－４

花東

黒北

計

Ｐ４

文理

黒北

６月１４日（土）

計

森本・二階堂（和歌山）○

春山海帆
４－１

藤木 千
葉

千葉未来
４－２

緒方 熊
本千田咲良 山内

全日本ジュニア柔道　体重別岩手県予選会

準々決勝　佐藤○ー●浅沼（盛附） 準決勝　佐藤○ー●近藤（富士大）

　佐藤●ー○佐藤（学院）

90周年記念　　ソフトテニス招待大会
　　和賀川GP　
　　5/24～25

今春の全国高校選抜大会優勝の東北高校（宮城県）や同３位の中京高（岐

阜県）、関東高校選手権優勝の前橋高校（群馬県）を招待し、そのほか東北

や関東の強豪校６校と黒陵合わせて約２３０名が出場して創立記念大会を

和賀川グリンパークで開催しました。ソフトテニス部２４名が全国の強豪校
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