
■陸上競技部（男子） 

高総体 棒高跳 ２位・６位（東北大会出場） 

 １１０ｍH  ４位（東北大会出場）・７位・8位 

 ４００ｍH ７位 

東北大会 棒高跳 ５位（インターハイ出場） 

国体予選 棒高跳 ３位 

 １００ｍ  ３位 

 走幅跳 ３位 

 １１０ｍH ５位 

 ４００ｍH ６位 

県新人戦 ４００ｍH １位（東北大会出場） 

 １１０ｍH ２位・３位（東北大会出場） 

 棒高跳  ４位（東北大会出場） 

 ４００ｍ ６位 

 三段跳 ６位 

 ４×４００ｍR ７位 

 １００ｍ ８位 

東北新人 １１０ｍH ５位 

 

■陸上競技部（女子） 

高総体 総合の部 ３位 

 フィールドの部 優勝 

 棒高跳 １位・２位・３位（東北大会出場） 

 １００ｍH １位（東北大会出場）・７位 

 円盤投 ２位（東北大会出場） 

 三段跳 ３位（東北大会出場） 

 ２０００ｍSC ３位（東北大会出場） 

 １００ｍ ４位（東北大会出場） 

 ハンマー投  ６位（東北大会出場） 

 ２００ｍ ７位 

東北大会 棒高跳 ３位（インターハイ出場）・７位・8位 

 １００ｍH  ７位 

インターハイ 棒高跳  １１位 

国体予選 棒高跳 １位（国体出場）・２位・３位 

 円盤投 ２位 

 １００ｍ ３位 

 １００ｍH ４位 

 ４００ｍH ５位 

 三段跳 ５位 

国体 棒高跳 ８位 

県新人戦 １００ｍH １位・４位（東北大会出場） 

 棒高跳  １位・２位（東北大会出場） 

 七種競技 ４位 

 ４００ｍH ５位 

 ４×４００ｍR ５位 

 １００ｍ ６位 

 ５０００ｍW ６位 

 走高跳  ７位 

 ４×１００ｍR  ７位 

 ハンマー投 ８位 

東北新人 棒高跳 ４位・６位 

 

 



■ラグビー部 

高総体 Aブロック 準優勝 

東北大会 Ⅱ部 準優勝 

第９７回全国高校ラグビーフットボール大会岩手県大会  ３位 

県新人戦 Aブロック 準優勝 

東北新人大会 Ⅰ部 ５位 

 

■ソフトテニス部（男子） 

高総体 団体 優勝（インターハイ出場） 

 個人 １位・５位（インターハイ、東北大会出場） 

東北大会 団体 ３位 

新人戦 団体 ベスト４ 

県選抜 団体 ３位 

 個人 ベスト８（３） 

国体 団体 ６位 

 

■ソフトテニス部（女子）  

高総体 個人 ５位（２）（インターハイ、東北大会出場）・ 

  ７位（２）・９位（東北大会出場） 

新人戦 団体 準優勝 

 個人 ３位（２）・５位（３） 

県選抜 団体 ３位 

 個人 ３位（２）（東北選抜出場）・ベスト８（２） 

 

■水泳部（男子） 

高総体 １００ｍ背泳ぎ ８位（東北大会出場） 

 

■水泳部（女子） 

高総体 １００ｍ平泳ぎ  ２位（東北大会出場） 

 ２００ｍ平泳ぎ ２位（東北大会出場） 

 ５０ｍ自由形  ３位（東北大会出場） 

 ２００ｍ自由形  ５位（東北大会出場） 

 １００ｍ自由形 ８位（東北大会出場） 

 ４００ｍフリーリレー ８位（東北大会出場） 

新人戦  １００ｍ平泳ぎ １位 

 ２００ｍ平泳ぎ ３位 

 ２００ｍ自由形 ３位 

 

■柔道部（女子） 

高総体 団体 ベスト１６ 

新人戦 個人 ベスト８ 

 

■サッカー部 

高総体  ベスト１６ 

 

■バドミントン部（男子） 

新人戦 団体 ベスト１６ 

 

■バレーボール部（女子） 

高総体  ベスト１６ 

県選手権   ベスト８ 

新人戦  ベスト１６ 

 



■バスケットボール部（女子） 

高総体   ベスト１６ 

 

■弓道部（女子） 

高総体 団体 準優勝（東北大会出場） 

新人戦 団体  準優勝（東日本大会出場） 

 個人 ２位 

 

■剣道部（男子） 

新人戦 団体  ベスト８ 

県下剣道選手権大会 個人初段以下の部 ３位 

 

■山岳部（男子） 

高総体  団体 １１位 

 

 

■吹奏楽部 

全日本吹奏楽コンクール第５５回岩手県大会  金賞 

全日本吹奏楽コンクール第６０回東北大会  銀賞 

第４１回全国高総文祭  県代表参加 

 

■音楽部 

第６９回全日本合唱コンクール岩手県大会  銅賞 

第２７階岩手県合唱小アンサンブルコンテスト  銀賞 

 

■演劇部 

県南地区演劇合同発表会  優良賞 

県高総文祭 生徒講評部門   優秀生徒講評委員 

 

■放送部 

第６４回NHK杯全国高校放送コンテスト岩手県大会 アナウンス部門  優秀賞（全国大会出場） 

 朗読部門  優良賞（全国大会出場） 

  入選 

 ラジオドキュメント部門 優良賞（全国大会出場） 

 テレビドキュメント部門 優秀賞（全国大会出場） 

  優良賞 

 創作ラジオドラマ部門 最優秀賞（全国大会出場） 

 創作テレビドラマ部門 最優秀賞（全国大会出場） 

第６４回NHK杯全国高校放送コンテスト テレビドキュメント部門 入選 

第３５回岩手県高等学校放送新人大会 創作ラジオドラマ部門 入選 

 アナウンス部門  優良賞（東北大会出場） 

 朗読部門 最優秀賞（全国大会出場） 

  優良賞（東北大会出場） 

 ラジオキャンペーン部門 最優秀賞（全国大会出場） 

 テレビキャンペーン部門 優秀賞（東北大会出場） 

  優良賞（東北大会出場） 

全国高等学校総合文化祭  ビデオメッセージ部門 ブロック２位 

 

 

 

 

 

 



 

■書道部 

第４０回岩手県高等学校総合文化祭書道部門兼

第５２回岩手県高等学校書道展 

 団体奨励賞・優秀賞・奨励賞・秀作賞（７）・入

選（２３） 

第１３回岩手日報高校書展   日報大賞（最高賞）・入選（９） 

第２２回全日本高校・大学生書道展  優秀賞（２）・準優秀作品（８） 

第３３回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会  審査委員長奨励賞・日本武道館賞（７） 

第３５回ふれあい書道展  筆都大賞・特選（２） 

第１６回岐阜女子大学全国書道展  書道展賞・大学賞（２）・奨励賞（４） 

第１５回和洋女子大学競書大会  審査員奨励賞 

第５９回大東文化大学全国書道展   特選 

第８回全国学生防災書道展  優秀団体賞・河北新報社賞・ 

  神戸新聞社賞・特選（２） 

第５４回 全日本書初め大展覧会  日本武道館賞（４）・特選（６） 

 

■写真部 

平成２９年度高文連夏季写真コンテスト  特賞・入選（２）・佳作（４） 

第４０回高文祭第３６回写真展   優秀賞（２）・入選（４） 

平成２９年度高文連スライドフォトコンテスト  特賞・入選（２）・佳作 

岩手日報１月キャビネコンテスト  ２席 

岩手日報７月キャビネコンテスト  ３席 

第２０回岩手日報高校生フォトコンテスト  ２席 

第２１回岩手日報高校生フォトコンテスト  １席 

第２２回岩手日報高校生フォトコンテスト   ５席 

イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト 学生部門  ２席・佳作（２） 

 

■囲碁・将棋部 

第３９回岩手県高等学校将棋大会 女子個人 ４位 

第４１回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権岩手県大会 女子個人 １位（全国大会出場） 

 男子団体 ７位 

第４１回全校高等学校総合文化祭囲碁部門  女子個人 ３２位 

 

■GMC 部 

第４０回岩手県高等学校総合文化祭第１７回軽音楽発表会  優良賞 

 

■美術部 

第４０回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展 絵画部門  入選（６） 

 デザイン部門 入選 

 


