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高総体地区予選結果

◎男子推薦選手（昨年度の県新人大会で６位までの入賞者）
松尾 栄太（３年）４００ｍ、４００ｍＨ

【陸上競技】

菊地琳太朗（３年）１１０ｍＨ

第７１回岩手県高等学校総合体育大会北奥地区予選会

藤田 和樹（３年）棒高跳

◎男子 （各種目９位までが県大会出場）

千葉 晃誠（３年）走幅跳、三段跳

第１位 菊地琳太朗（３年） １００ｍ １１秒１４

４×１００ｍＲ

第１位 髙杉 時史（２年） ２００ｍ ２３秒４６

◎女子（各種目９位までが県大会出場）

第１位 大戸 光星（３年） １５００ｍ ４分３０秒９２

第１位 八重樫澄佳（２年） ２００ｍ ２７秒２７

第１位 田口 博敏（３年） ４００ｍＨ ５９秒３７

第１位 小川 夏子（３年） ４００ｍ １分０１秒２０

第１位 寺田 恒大（３年） ５０００ｍＷ ２５分０１秒０３

第１位 小原愛里紗（３年） １５００ｍ ５分１８秒４０

第１位 松尾・田口・藤原・新田 ４×４００ｍＲ ３分３７秒２９

第１位 小原愛里紗（３年） ３０００ｍ １１分２０秒６０

第１位 箱崎 翔大（１年） 棒高跳 ４ｍ００

第１位 八重樫澄佳（２年） １００ｍＨ １７秒０７

第１位 遠藤遼太郎（２年） 走幅跳 ６ｍ１１

第１位 高橋 静香（３年） ４００ｍＨ １分１４秒０２

第１位 新田慎一郎（３年） 八種競技

第１位 浅沼 沙紀（３年） 走高跳 １ｍ４０

第２位 髙杉 時史（２年） １００ｍ １１秒２４

第１位 小野真優菜（２年） 七種競技

第２位 大戸 光星（３年） ５０００ｍ １６分３０秒６１

第３位 伊藤眞由（２年） ２００ｍ ２８秒５８

第２位 田口 博敏（３年） １１０ｍＨ １６秒９６

第３位 柴田ひなの（３年） ３０００ｍ １１分４６秒５０

第２位 菊池 秀虎（１年） 走高跳 １ｍ６０

第３位 菅原 聖菜（３年） 円盤投 １６ｍ４９

第２位 佐々木将吾（１年） 棒高跳 ３ｍ８０

第４位 高橋 咲豊（２年） 円盤投 １５ｍ８８

第３位 中戸 元貴（１年） ５０００ｍ １６分３５秒１５

第４位 鈴木 葵（２年） 七種競技

第３位 安藤 伯 （２年） １１０ｍＨ １９秒６６

第５位 高橋 咲豊（２年） やり投 ２３ｍ４０

第３位 安藤 伯 （２年） ４００ｍＨ １分０５秒３３

第６位 伊藤眞由（２年） １００ｍ １３秒８０

第３位 丸山 智也（１年） 三段跳 １０ｍ４９

第６位 高橋 静香（３年） ４００ｍ １分０５秒８９

第４位 藤原 健祐（２年） ８００ｍ ２分０８秒７２

◎女子推薦選手（昨年度の県新人大会で６位までの入賞者）

第４位 阿部 一希（３年） １５００ｍ ４分３９秒９３

八重樫叶子（３年） １００ｍＨ、４００ｍＨ

第４位 冨田 蒼馬（２年） ハンマー投

津田 奈朋（３年） 七種競技

第５位 冨田 蒼馬（２年） 砲丸投 ７ｍ３１

柴田ひなの（３年） ５０００ｍＷ

第６位 新田 隼大（２年） ２００ｍ ２３秒９５

金濱 凛 （３年） やり投、三段跳

第６位 金田 拓明（３年） ３０００ｍＳＣ １１分５０秒７７

菅原 聖菜（３年） ハンマー投

第６位 千田 蒼貴（２年） やり投 ３１ｍ３６

小川 夏子（３年） ４００ｍＨ

第７位 若槻 猛 （１年） １００ｍ １１秒９２

浅沼 沙紀（３年） 棒高跳

第７位 阿部 一希（３年） ８００ｍ ２分１２秒３６

小原愛里紗（３年） ２０００ｍＳＣ

第７位 坂本 鉄太（２年） １５００ｍ ４分４２秒２１

八重樫澄佳（２年） 走高跳

第７位 坂本 鉄太（２年） ５０００ｍ １７分３３秒９５

齊藤 菜月（２年） 棒高跳

第７位 菊池 航太（２年） 円盤投

４×１００ｍＲ

第９位 若槻 猛 （１年） ２００ｍ ２４秒２２

４×４００ｍＲ

【バドミントン】
第７１回岩手県高等学校総合体育大会北奥地区予選
◎男子団体・・・・県大会へ

岩手県ジュニア選抜大会ハイスク

◎女子団体・・・・県大会へ

ールジャパンカップ岩手県予選

◎男子個人シングルス

◎男子シングルス

髙橋良哉（２年）通過

第１位

小岩武瑠（２年）

【弓道】

第３位

小原歩斗（３年）、昆凌雅（２年）

第７１回岩手県高等学校総合体育大会北奥地区予選

ベスト８

◎男子団体・・・・県大会へ

優勝した小岩くんは、６月下旬北海道札

◎女子団体・・・・県大会へ

幌市で行われるハイスクールジャパンカ

◎男子個人（９中以上または５位以内）

ップ（全国大会）に出場することとなりま

澤田汰希（３年）８中４位通過

城戸文哉（３年）、髙橋遼羽（２年）

した。おめでとうございます。

◎女子個人（８中以上または５位以内）

◎男子ダブルス

真藤子妃菜（３年）９中１位通過

第２位

山口仁隆（２年）・小原歩斗（３年）

角屋美寿紀（３年）９中１位通過

第３位

小岩武瑠（２年）・船渡光太郎（３年）

齋藤笑里奈（２年）９中１位通過

ベスト８

昆凌雅（２年）・中野啓之朗（３年）

【卓球】

ベスト１６

城戸文哉（３年）・髙橋遼羽（２年）

第７１回岩手県高等学校総合体育大会北奥地区予選

小松田遼太（３年）・舘場智侑（２年）

◎男子団体・・・・県大会へ

ベスト３２

◎女子団体・・・・県大会へ

第２９回岩手県ジュニア

◎男子シングルス
小野寺汐音（３年）、伊藤悟朗（３年）、根木地郁哉（３年）通過

第５４回岩手県弓道釜石大会

折笠敬亮（３年）・佐々木洸輔（３年）

選抜ソフトテニス選手権大会
◎女子ダブルス
３位

髙橋敬子（２年）・大石七羽（２年）

◎女子シングルス
３位

伊藤陽色（３年）

この連休中、どの部も一生懸命、練習試合や大会で頑張
った様子が伝わってきます。地区予選を通過して、県大会へ
進むことになった皆さんは、更に高みを目指して毎日の練習
に頑張って欲しい。頑張りましょう！！
◎男子団体
第３位

黒北Ｂチーム

【通信 No.９で紹介した

１２射７中

柏葉敬、小原駿也、石川時
◎女子団体
第３位

黒北Ｄチーム

７人制ラグビー優勝杯です】

１２射６中

真藤子妃菜、八木佑惟、角屋美寿紀
◎男子個人

◎女子個人

第４位

柏葉

敬

４射３中

第７位

石川

時

４射３中

優勝！！

第８位 澤田

汰希

４射３中

齋藤笑里奈

４射３中

７人制ラ

第４位

グビー高
校予選

