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美込める

楽発表会が、県民会館で開催された。
９月６日に行われた１・２年生柔道体重別

が輝いた。
女子　48kg級
優勝 佐藤亜由美

(1-6)江釣子中

ドを響かせた。

「Crow Song]　を披露した。

棒高跳　　 優勝 並岡　真生 (1-4) 北上中

三段跳 ２位 及川　知浩 (2-5) 北上中

８位 岡崎　圭汰 (1-6) 江釣子中

２位 菅原　直人 (2-5) 北上中 わってくる一枚でした。
走高跳 ３位 岡崎　圭汰 (1-6) 江釣子中

４位
髙橋　大輝 (1-1) 湯田中

及川　知浩 (2-5) 北上中

齋藤　　慶 (2-6) 花巻北中

並岡　真生 (1-4) 北上中

１００ｍ ５位 及川　知浩 (2-5) 北上中

１１０ｍH ７位 菊池　文太 (1-4) 上野中

女子
２位 髙橋　春花 (2-3) 江釣子中

４位
神尾　　麗 (2-1) 東水沢中

菅原　実咲 (2-4) 上野中

大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

佐々木こころ (2-6) 江釣子中

８００ｍ ４位 大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

１００ｍ ５位 菅原　実咲 (2-4) 上野中

２００ｍ ６位 菅原　実咲 (2-4) 上野中

ハンマー投 ６位 黒井　文香 (2-１) 北上中

１５００ｍ ８位 大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

陸上新人大会

棒高跳　優勝　並岡真生 三段跳　２位　及川知浩

増えている原因になっているようだ。

４×１００ｍリレー

5000ｍW
４×４００ｍリレー

１.７１時間？それってちょっと多すぎやしませんか！

知れません。
　小中学生の４２．８％が「直接言えないことも携帯電話やメールなら言える」
と回答した調査報告もあり、面と向かって人と会話や相談が出来ず「自分の
気持ちを伝えるのが下手な人」や「人付き合いが面倒くさいと感じている人」が

　　陸上競技県高校新人大会が9月5日から、盛岡市の県営運動公園陸上競

技場で行われ、棒高跳びで並岡真生(1-4)君が４ｍ５０で優勝、三段跳で及

川知浩(2-5)君が１３ｍ８３で２位、５０００ｍ競歩で菅原直人(2-5)君が24分26

秒15で2位、走高跳で岡崎圭汰(1-6)君が１ｍ８６で3位、女子5000m競歩では

髙橋春花(2-3)さんが29分26秒15で2位に入りました。男子総合は、１点差で

しており問題ない（５３％）、使いすぎることはあるが生活に支障がない（３４％）
ということでしたが、生活や学習時間に支障があり、改善する必要がある（１２
％）と回答した人は、早速改善方法を実行すべきでしょう。ただ、支障があるが
改善する必要がない（１％）と回答した人は、一日何時間携帯やスマホと向か
い合っているのでしょうか、一日３時間を超えるようだと中毒を疑うべきかも知

　教育相談課で８月２８日に実施したアンケート結果「夏休みを終えて」による

と、携帯使用時間で　１年生の平均が２．０８時間、２年生が１．７３時間、
３年生が１．３４時間、全体平均時間が１．７１時間でした。
　１時間以内の人が４８％、２時間以内が３６％でしたが驚くことに、３時間以
上と答えた人が全体の４％（およそ３０名）ありました。さすがに、適度に使用

5000ｍW

9月5日～9月8日
県営運動公園（盛岡）陸上新人大会　結果

１・２年柔道体重別選手権　
女子

優勝 佐藤亜由美さん４８kg級

選手権で、佐藤亜由美(1-6)さんが女子４８

kg級で優勝し、新人大会の推薦選手として

シード権を得ました。

　5000m競歩２位　菅原直人

走高跳　３位　岡崎圭太 　5000m競歩２位　髙橋春花 男子総合　４位

惜しくも４位でした。４位以内入賞者は東北大会に出場します。
男子　

P1

４席 「紅に染めて」 髙橋里永子 (2-6) 西南中

てあるメッセージに的をしぼり、応援するマネージャーの健康的な一途さも伝

岩手日報９月８日（月）発表

１席 「summer　girl」
ｷｬﾉﾝEOS　Kiss　X50　55-250ﾐﾘ  2000分の１秒　ｆ　5.6

広報
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GMC　最優秀賞 県高総文祭 ９月４日
軽音楽発表会 県民会館

　第３７回県高校総合文化祭の第１４回軽音

　１６校２８組が熱のこもった、バンド演奏を
披露し、最優秀賞に黒沢尻北高校の５人組

バンド「Eveninng  grow　（ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ　ｸﾞﾛｳ）」

　生徒約１３０人が参加し、各校１～２組が、

ポップやロックなどのコピーやオリジナルの
楽曲を演奏し、練習で磨いた技と唄、サウン

　黒陵メンバーは、テレビアニメの楽曲

 小澤　魁 　(2-2)　江釣子中

優秀賞　JUKE BOX（不来方）、chaos（盛岡工）、Slow　Pace　Factor（水沢）

小澤魁君　日報フォトコン連覇 第８回
　　第９回

　第９回高校生フォトコンテストの課題「夏来る」には県内９校の４９人から７１

点の応募があり、第８回課題の「春らんまん」の「happiness」に引き続き小澤

君（2-2)が見事１席に輝きました。野球部マネージャーの帽子のつば裏に書い



福島市9/29

　日報キャビネコンテスト８月の課題
　「盛夏」には、２２９点の応募があり
　その中から達下先生の作品が１席
　に選ばれました。達下先生は６月の
　課題「夏の初め」につづく１席の受賞。

男子三段跳 男子棒高跳 男子５０００m競歩
第１位　14m39 第２位　4m20 第５位　23分49秒86

並岡真生(1-4)北上中 菅原直人（2-5）北上中

女子　悔しいけれど健闘の　準　V
男子　個人　優勝 男子　個人　２位 男子　個人　３位

準決勝
佐々木貴史 千葉拓也
佐藤哲平 及川太希

男子団体 準決勝
２回戦 ③ - ０ 大　東 鈴木雄大 粒来　怜
３回戦 ② - ０ 盛岡北 小野寺瑛司 玉澤直人
準々決勝 ② - ０ 久慈工 決  勝
準決勝 ② - ０ 大船渡 佐々木貴史 粒来　怜
決勝 ② - １ 盛岡工 佐藤哲平 玉澤直人

鈴木雄大 本間和也 ( ④-2、 2-④、1-④、⑥-4、⑤-3、⑧-6 )
種市　廉

佐々木貴史 千葉隆太郎 女子団体 男子　個人　３位
佐藤哲平 大坊直輝 ２回戦 ③ - ０ 不来方
粒来　怜 高田将史 ３回戦 ② - １ 金ヶ崎
玉澤直人 谷藤政也 準々決勝 ② - ０ 盛岡一 決勝スコア

準決勝 ② - ０ 軽　米
男子団体優勝メンバー 決勝 ０ - ② 花巻南

女子団体　準優勝メンバー

後列 玉澤直人 千葉拓也 鈴木雄大 及川太希 後列 久保安里 山﨑　華 山口藍美 吉田　絢
（2-5)上野中 （2-2)北上中 （1-4)金ヶ崎中

前列 佐藤哲平 佐々木貴史 粒来　怜 前列 小野寺茉友 仲條　萌 三浦　琳
（2-4)北上中 （1-5)軽米中 （2-2)南中

　　高校生の外交・国際問題に対する演題
理解を深め、今後の進路選択の参考
として、外務省・外交官に対する理解

外務事務官

河野秀美　氏
写真

P2

 河野秀美 氏
９月２６日　２年生対象

外務省高校講座 ６４回生(平成４年度卒業)

の促進を目的にして、外務省高校講座

が黒陵会館で行われました。

　「国際社会における日本の役割」
講師　外務省　大臣官房　儀典官室　

３－④ ○

黒沢尻北

黒沢尻北

挑
戦
す
る
心
で

人
生
を
切
り
開
け

「ﾊｸｾｷﾚｲ」（白鶺鴒）

英名　White　Wagtail　

（1-1)山目中 （2-2)見前中 （2-1)宮古一中 （2-1)中野中

小野寺瑛司

千葉拓也(2-2)高田一中

　佐々木貴史(2-1)宮古一中 　 玉澤直人(2-1)中野中

④ - 1

3 - ④

鈴木楓由
（2-5)上野中

佐藤哲平(2-2)見前中 粒来怜(2-1)中野中

④ -2

黒沢尻北

久保安里

（1-3)大平中

吉田　絢 佐久間千裕

鈴木楓由 滝沢怜実

１－④
熊谷純花

リードしたものの逃げ切られ連覇を逃しました。

黒沢尻北

県新人大会 男子個人総なめ１２３独占 和 賀 川 G P

ソフトテニスの県新人大会が９月２６日～２８日に和賀川GPで行われ、男

子個人戦は、黒陵が１位から３位までを独占し、強さを見せつけました。

小野寺茉友 菅原綾乃

黒沢尻北

黒沢尻北

鈴木雄大(1-4)山目中

　小野寺瑛司(1-1)山目中

○

（2-1)中野中 （2-2)高田一中 （1-4)山目中 （1-3)前沢中

団体戦開会式で選手宣誓

黒沢尻北

黒沢尻北

黒沢尻北

黒沢尻北

○ ④－２
する黒陵女子　鈴木主将

 と　黒陵男子　佐藤主将

小野寺瑛司

２－④ ○

○ ④－２

１席
「迷路」　達下才子

ニコンD300ｓ　18-200 ミリ

f　5.9  絞り優先オート

　　及川太希(1-3)前沢中　男子団体戦は、盛岡工業高と対戦し②ー１で勝利し、２年連続１０度目の

優勝を果たしました。連覇をかけた女子は、花巻南高と決勝であたり、第２

ペア戦でファイナルに持ち込みましたが、同時進行の第３ペア戦で３－１で

んなのスタジアムで行われ、及川知浩君（2-5)が男子三段跳の最終試技で

大逆転の末見事優勝を果たしました。男子棒高跳の並岡真生（1-5)君は２

位、男子５０００ｍ競歩の菅原直人(2-5)君は５位に入賞しました。

及川知浩(2-5)北上中

ソフトテニス 男子２年連続１０度目 優勝 ９月２６日～２８日

三段跳 及川君東北新人優勝
東北高校新人大会

陸上の東北新人選手権大会が９月２７日～２９日まで福島市のとうほう・み

　日報キャビネコンテスト

　達下才子　先生　２　冠



岩手県大会

佐藤萌さんが女子１００ｍ自由形と５０ｍ自由形で二冠を達成しました。
また、女子が学校対抗で３位に入りました。

男子  学校対抗　第４位
した。 ２００ｍ自由形 １ 位 塚野　晃人　

４００ｍ自由形 １ 位 塚野　晃人　
４００ｍリレー ４位

４位

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ５ 位 佐藤　　廉

６ 位 菅原　裕介
２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ５ 位 佐藤　　廉

女子　　　学校対抗　第３位 『３２点』
　５０ｍ自由形 １ 位 佐藤　　萌

２ 位 平埜あゆみ (2-2)
２００ｍ自由形 １ 位 佐藤　　萌
１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３ 位 小野寺彩純 (2-2)
４００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ ３ 位 佐藤　萌・髙橋美月 ４分１８秒０８

平埜あゆみ・小野寺彩純
１００ｍ平泳ぎ ６ 位 髙橋　美月 (2-1)
２００ｍ平泳ぎ ５ 位 髙橋　美月 (2-1)

黒北メンバー ＨＢ
ＦＷ

大森雄渡 (3-6)北上中 手束伊吹(2-2)紫波一中

菊池萌人 (3-5)南中

菊地　慶 (3-1)江刺一中 小田中玲志(3-5)紫波二中

石橋尚宜 (3-4)矢巾中

髙橋恭平 (2-1)江釣子中 佐々木征嗣(3-1)紫波一中

波田野蒼 (2-2)東陵中
髙橋怜雅 (1-5)北上中

梅津友喜(2-1)上野中

が優勝賞に選ばれました。

P3

ﾌﾗﾝｶｰ ｳｲﾝｸﾞ 斉藤大智(1-3)紫波一中
ﾌﾗﾝｶｰ ＦＢ

ﾅﾝﾊﾞｰ ８ 大澤大和 (3-1)紫波一中　cap フルバック

ロック 菊池優斗 (3-6)江刺東　副cap ｾﾝﾀｰ

ロック ｾﾝﾀｰ

ﾌﾟﾛｯﾌﾟ ｽﾀﾝﾄﾞｵﾌ

ﾌｯｶｰ ＴＢ
ﾌﾟﾛｯﾌﾟ ｳｲﾝｸﾞ

盛岡工
会場

※５校合同は、関一、水沢、水沢工、大船渡東、花泉の合同チーム 盛岡南公園球技場

スクラムﾊｰﾌ 稲垣佑都(3-1)紫波二中　副cap

盛岡南 22
10/4A12:15

岩   手 20
9/6八14:45 50

盛岡一 36

9/5八14:30 5 0

宮古工 21
10/3B14:45 105

40
不来方

10/12A14:05

宮   古
10/3B13:30 91 17

盛岡三 29
9/5八13:20 19 3

釜石商工 5
 9/6八13:30 33

47
釜   石

10/4A11:00 5
黒沢尻工

 9/6八12:15 163
５校合同 45

9/5八12:10 0 85
福岡工 10

10/3A12:15 0

黒沢尻北
10/3A11:00 133

盛岡北 59
9/5八11:00 43 0

一関工 15
 9/6八11:00 26

　１回戦 　　２回戦 準々決勝 　準決勝 決勝

黒陵は、準々決勝戦は１３３：０で盛北を、準決勝は４７：５で黒工を破り
決勝にｺﾏを進めました。決勝は、１２日（日）盛岡南公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞで１４：０５

から行われ、前半５－１７ でリードされて折り返しましたが、風上に立った

後半は怒涛の攻撃を見せ５つのトライ・ゴールを決め花園出場を決めま

書道展で、菊池未奈子さんの作品

優秀賞
菊池未奈子 (2-5)

和賀西中

全日本高校大学生  書 道 展

（2-5)

（2-6)

（2-5)

（2-3)

県 高 校 水泳競技 塚野二冠　（男子４００ｍ、２００ｍ自由形）

新人大会 佐藤二冠　（女子　５０ｍ、１００ｍ自由形）
第９４回

全国高校ラグビー大会　 ３連覇 ５回目Ｖ
  花園出場を賭けた全国高校ラグビー県大会準々決勝・準決勝において、

読売新聞社
８ 月 ２４日

　　日本書芸院主催、読売新聞社
後援の第１９回全日本高校大学生

５０m自由１位佐藤 ５０m自由２位平埜 女子４００ｍﾘﾚｰ３位

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ３位小野寺 女子総合「３２点」３位

北上中 １分　８秒５６

以上東北大会出場

２00m自由１位塚野 ４００m自由１位塚野 １００m自由１位佐藤

　　 ２７秒７０
上野中 　　 ２８秒４４

（１-4) 南中 １分　１秒２３

（１-4) 南中

上野中 ４分　６秒８８
塚野晃人(上野中),菅原裕介(金ヶ崎中),金子尊哉(上野

中),佐藤廉(上野中)          ３分４６秒９６
金子尊哉(上野中),菅原裕介(金ヶ崎中),佐藤  廉(上野

中),塚野晃人(上野中)        ４分１２秒８６
４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

県高校新人大会が９月１９日から雫石町の県営屋内温水プール（短水路）

で行われた。塚野晃人君が男子４００ｍ自由形と２００ｍ自由形で二冠、

（2-3) 上野中 １分５５秒２１



H25年度７月進研
Ｈ26年度７月進研

学校名 学校名
受験人数 受験人数
平均ＳＳ 平均ＳＳ

～ 1 2 ～

P　型半導体 電極

- - -
ｎ　型半導体
電気を流すと－の電子が＋の穴に飛び込む

その時のエネル ギーで発光する なったお陰によるものである。
電 極

女子　個人　４８ｋｇ級
準決勝 プログラムオート
○ 佐藤亜由美（黒北） けさ固め 四役柚華（久慈） ニコンＤ９０　18～200ﾐﾘ
○ 久保田由衣（久慈） 優勢（延長） 立身美穂（千厩） 　　　　　
決　勝
○ 佐藤亜由美（黒北）

優勢
久保田由衣（久慈）

女子　団体

準々決勝　 黒北　０－３　一関学院（準Vチーム）

女子団体
決勝リーグ
① 花巻北高　 ２勝１敗
② 一関二高 ２勝１敗
③ １勝２敗
③ 不来方高 １勝２敗

１位・２位は総的中数による

した。大変名誉ある賞を受賞しました。
女子団体　メンバー

男子団体　ベスト８
　男子団体　メンバー
　　　石川竣平(2-4)南城中

　　　梅田隆之(2-5)金ヶ崎中

　　　小原佑太(2-6)南城中

　　　髙橋直輝(１-１)水沢南中

男子 奨励賞（４４名）　第１種　漢字・かな（４５１点）
(2-3) 上野中 菊池　未奈子(2-5 )和賀西中

(2-3) 上野中 髙橋　夏季（1-1 ）和賀東中

女子 秀作賞（４０名）　第２種　漢字・かな（５４８点）
(1-4) 南中 髙井　輝　　(3-2)北松園中

藤本　彩菜 (3-3)西南中 P4

４００ｍ自由形　　　 ５位　塚野　晃人

　５０ｍ自由形　　　 ７位　佐藤　　萌

岩手県高等学校総合文化祭　書道部門 総出品数1,014点

射道優秀賞　に黒陵女子が選ばれま

　伊藤玲加(2-3)南城中、花田あかり(2-3)江釣子中

　渡邊明子(2-3)東陵中、笹原莉和　(2-6)和賀東中

　さんが
　「カレーのリメイク」で
　優秀賞を受賞しました。水泳　東北新人大会 宮城県利府町

１０／１６～１８

２００ｍ自由形　　　 ４位　塚野　晃人 1分54秒02

女子柔道４８ｋｇ級　佐藤さん優勝
県高校新人大会
宮古　10/25

優　勝
佐藤亜由美　（1-6）江釣子中

１回戦 　黒北　２－１　花北青雲

弓道選抜女子３位＆射道優秀賞
全国選抜県予選
県営武道館10/25

黒沢尻北高

弓道の作法や姿勢の良さを審査される

平成２６年度の岩手県高
等学校家庭クラブ連盟中
央支部研究発表大会の
ホームプロジェクトの部で

 照井はるな
（1-2）
　南中

  家 　庭 　ク 　ラ 　ブ
照井さん 優 秀 賞 平成２６年

 ホームプロジェクトの部　 ９月２９日

 髙橋珠実
（1-3）
　南中

　さんが大学賞を受賞し
　ました。

　書道展で

　大学賞
　第１３回岐阜女子大学

日報キャビネ　
達下先生３度目　 １　席 ９月テーマ

コンテスト 自由課題

「トンネルの向こう」

撮影場所

一戸町
県立児童館いわて子どもの森

　夏休みの親子連れをシル
エットで捉えた。
親子の会話が聞こえてくる
ような、微笑ましさが伝わっ
てくるショットでした。

第１３回岐阜女子大学書道展 平成２６年
９月２１日
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SS人数 累積 累積 　累積 累積SS人数 累積 累積 累積 　累積

194 220 236
50.3 53.1 51.7 56.5 55.0 57.0 53.2 59.7
242 238 237 241 240

２０１３年（H25）１学年７月進研　） ２０１４年（H26）２学年７月進研　）
黒北 H M I 黒北 H M I

現２年生諸君の頑張りを沿線３校と比較してみました。３教科総合のみな

らず、英数国各教科とも同様の結果を挙げています。下の度数分布のとおり

各層で大幅に伸びました。全員が１年間黒陵でコツコツ励んだ結果でしょう。

　部活のみならず、今秋の毎日の学習面での取り組みに期待します。

３教科概況（抜粋）　度数分布

以上の情報を記録できるように

電流の方向 電流の方向

　また、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの液晶のﾊﾞｯｸﾗ

ｲﾄにも LED が使われている。

+ + + 高画質の映画が楽しめるﾌﾞﾙｰ

ﾚｲﾃﾞﾞｨｽｸは青色LEDの技術で可

能になった製品で、DVDより５倍

たあらゆる色を出せるようになった。電化製品の発熱が抑えられた結果省電

力化、薄型化、小型化が進んだ。

電極 行き先表示板や

信号機に使われ

と、電子が余っている半導体（ｎ型）を重ね、電気を通す。すると余った電子

が穴に入り、そのエネルギーによって発光する。色はエネルギーの大きさ

で決まり、光の三原色（赤・緑・青）の中で最もエネルギーが必要な青色を

生み出す素材が見つからなかった。３氏は窒化ガリウムを使って青色を出

す半導体の開発に貢献した。青色の登場で光の三原色がそろい、白を含め

 今年のノーベル物理学賞に赤崎勇名城大終身教授、天野浩名古屋大教

授、中村修二ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大ｻﾝﾀﾊﾞｰﾊﾞﾗ校教授の３氏が青色LEDの開発で選

ばれましたが何故青色LEDが重要なのでしょうか。
　LED（発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ）は、電気を通したり、通さなかったりする「半導体」を使

って電気を直接光に変える部品。電子が抜けた穴あき状態の半導体（P型）

青色LEDが重要な訳 L　　　E　　　D
Light  Emitting　Diode 伸びる黒陵の真骨頂 比較

n 型（電子が余っている） 

P 型（電子が足りない） 



第３７回岩手県高等学校総合文化祭

第２８回高等学校文芸コンクール
俳句部門優秀賞

と 第１７回俳句甲子園全国高等学校
岩手県牛乳普及協会 俳句選手権大会　個人優秀賞

を受賞しました。

文芸部門（俳句）　入選

男子 朝日新聞社特賞
三段跳 １位 及川　知浩 (2-5)北上中 １４ｍ１０ 比叡山書道連盟賞
棒高跳 １位 並岡　真央 (2-5)北上中 　４ｍ２０ 推　　薦
5000mW ３位 菅原　直人 (2-4)北上中 ２４分３５秒９２ 特　　選 照井はるな(1-2)南中

女子 髙橋さんの作品

１５００ｍ ２位 大戸　里桜 (1-6)江釣子中 　４分５６秒８６
5000mW ２位 髙橋　春花 (2-3) 江釣子中２８分４０秒５７
　４００ｍ ３位 佐々木こころ (2-6)江釣子中 　１分０１秒２９
　４００ｍH ３位 佐々木こころ (2-6)江釣子中 　１分０７秒３４
４×４００ｍリレー 　４分１１秒５１

３位
大戸里桜(1-6)江釣子中 佐々木こころ(2-6)江釣子中 （東北大会出場）

アナウンス部門

秀作賞 優良賞 (2-6) 上野中
入　選 三宅　祐人 (2-6) 　南中

朗読部門
入　選 中村　愛梨 (2-1) 北上中

オーディオピクチチャー部門
優秀賞

テレビキャンペーン部門
優良賞

(1-6)江釣子中 ○

　芙蓉（ふよう）の花

髙井　輝　(3-2)　北松園中 藤本　彩菜　（3-3)　西南中

第１１回俳句まつり　　特　選
日本現代詩歌文学館

11月15日

11月初め黄金の絨毯

（３連覇）

女子個人　５２ｋｇ級 　 第３位
けさ固め

優　秀 平賀涼輔　(2-3)  西南中

秀　逸 髙橋豪哉　(2-6)  湯田中

蜩やロングシュートは届かない

熱帯夜テールランプが首都高へ

準決勝 佐藤亜由美 佐藤友香（盛岡南）

12時撮影

で敷き詰められました
11月8日（土）

大学模擬授業（出前講座） 10月28日
１・２年生

特　選 小田嶋　光　(2-1)  和賀東中

　琉球の海に投げ込む白芙蓉

全国高校柔道 県大会女子　11月22日
県営武道館　　～ 23日

盛 岡 工 高 98３６－０

１４－７ 14

11/6 73

　県内４大学の講師を招いて、１・２年生が出前講座を受講しました。
15講座を開講して、それぞれ入試情報や大学での研究・勉強の心構えなど

を学びました。

県高総文祭　書道部門 秀作賞 11/18

書道部門　　　　第２種　漢字・仮名

新人大会優勝

17
盛 岡 北 高

5６４－０

宮 古 高 ３１－５ 95

６２－０ 0
岩 手 高

 0－ 5
1919－12

P5

体育館前の 大銀杏

黒 沢 尻 工 高 ６２－０ 128 21　７－７

10－28 35
盛 岡 南 高

0６６－０

４０－５

３３－７ 12
不 来 方 高 3626－7

ラグビー新人　３連覇
１１月６日～８日

宮古市老木公園グランド

われ、黒陵は盛工を２１－１４で破り３年連続５度目の優勝を飾りました。

黒 沢 尻 北 高 11/7 11/8

で大会が行われましたの上位１２人と、ラジオ・テレビキャンペーンの上位６組

は東北高校コンテスト（２月山形市）に出場します。

髙橋　英美里

「被る伝統」

「時 剋 上」

第３７回岩手県高等学校総合文化祭放送部門 　　　１０月５日
　　　兼第３２回岩手県高等学校放送新人大会 岩手県民会館

アナウンスと朗読、番組４部門に２２校２０６人が参加し１０月５日県民会館

ラグビー新人大会は宮古市老木公園グランドで１１月６日から８日まで行

阿部はる香(1-4)北上中 菅原実咲(2-4)上野中

　８００ｍ ２位 大戸　里桜 (1-6)江釣子中 　２分２３秒５３

理出来る点が評価されました。 岩手県知事賞

　　県牛乳普及協会　最優秀賞
　　　　　　「いものこケーキ」

　秋季陸上競技会 １１月１日～２日
盛岡　県営陸上競技場

　高総文祭演劇部門がさくらホールで開催され

黒陵は、団体としての出場はしませんでしたが
舘松さんが最優秀生徒講評委員に選ばれました

最優秀生徒講評委員

舘松　汐里 （1-3)上野中

髙橋夏季（1-1)和賀東中

平埜あゆみ(2-2)上野中

※以上4名の作品は期間中、根本中堂の回廊に展示されます。

高総文祭演劇部門 さくらホール
１０月１９日

と「表彰式」が行われ、奉納者の書道の上達と
書道が正しく発展するよう祈願されます。

髙橋珠実（1-3)南中

　第42回全国学生比叡山競書大会が行われ

髙橋珠実さん(1-3)南中の作品が大会５番目
に相当する朝日新聞社特賞を受賞しました。

　11月23日に比叡山延暦寺で「作品奉納法会」

第42回 全国学生比叡山競書大会
H26,11/23～H27,7/30

比叡山延暦寺根本中堂

髙橋　倭子　(3-1)湯田中

　　　３位以内に入賞した個人・団体に対して、県高文連から贈られる賞です。

　　　　　　髙橋倭子(3-1)湯田中、菅原楓太(1-3)北上中、小川口真由(1-6)上野中

片方さん県知事賞 牛乳・乳製品利用料理コンクール
10月28日

岩手県牛乳普及協会主催の平成２６年度 文化連盟賞

※　文化連盟賞とは、全国高総文祭や全国規模の大会・コンクールで、

牛乳・乳製品利用料理コンクールで

片方春香　（1-2) 江釣子中　さんが

岩手県知事賞

最優秀賞
北上特産の二子里芋入りのもっちりした生地

とチーズの塩気がほどよく調和し、手軽に調


	２０号

