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平成３０年度 第７０回岩手県高等学校総合体育大会結果

岩手県立黒沢尻北高等学校

◆陸上部

＜男子＞総合 第４位

第１位（３） 棒高跳 ４ｍ２０

第１位（３） ４００ｍＨ ５４秒６４

第１位（２） １００ｍ １０秒７７

第２位（１） １００ｍ １０秒８４

第２位（２） １１０ｍＨ １４秒９９

第３位 ４×１００ｍＲ ４２秒４６

第３位（３） １１０ｍＨ １５秒２５

第４位 ４×４００ｍＲ ３分２４秒００

第６位（２） 三段跳 １３ｍ４８

＜女子＞総合 第３位

第１位（３） １００ｍ １２秒０８

第１位（３） １００ｍＨ １４秒４７（３連覇）

第１位（３） 棒高跳 ３ｍ２０（大会新）

第１位（１） 走高跳 １ｍ６５

第３位（２） ４００ｍＨ １分０４秒１８

第３位 ４×１００ｍＲ ４９秒１８

第４位 ４×４００ｍＲ ３分５９秒５０

第４位（２） １００ｍＨ １５秒４６

第５位（２） ハンマー投 ３３ｍ８７

第５位（２） 棒高跳 ２ｍ４０

第６位（３） 三段跳 １０ｍ７８

第６位（２） 七種競技 ２９０９点

第７位（２） ５０００ｍＷ ２７分５５秒７４

第８位（２） 走高跳 １ｍ４５

［男子６位、女子は４位までの入賞者東北大会出場］

◆バスケットボール部

＜男子＞

１回戦 黒北 ６０ － ４１ 遠野

２回戦 黒北 ６５ － ４９ 福岡工業

３回戦 黒北 ６０ － ６５ 一関修紅
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◆バスケットボール部

＜女子＞

２回戦 黒北 ９０ － ５２ 岩泉

３回戦 黒北 ８７ － ４９ 不来方

４回戦 黒北 ７３ － ６１ 水沢

準々決勝 黒北 ６１ －１００一関学院 ［ベスト８］

◆バレーボール

＜男子＞

１回戦 黒北 ２－０ 久慈東

２回戦 黒北 ２－０ 紫波総合

３回戦 黒北 ０－２ 盛岡誠桜 ［ベスト１６］

＜女子＞

１回戦 黒北 ２－０ 大船渡東

２回戦 黒北 ２－１ 水沢商業

３回戦 黒北 ２－０ 盛岡商業

準々決勝 黒北 ０－２ 一関修紅 ［ベスト８］

◆卓球

＜男子＞

【団体戦】

１回戦 黒北 ３－１ 福岡

２回戦 黒北 ０－３ 花北青雲

＜女子＞

【団体戦】

１回戦 黒北 １－３ 大船渡

【個人戦】

１回戦 黒北 ３－０ 花農

２回戦 黒北 １－２ 盛二

◆ソフトテニス

＜男子＞

【個人戦】

第６位 ［東北大会・インターハイ出場］

第６位 ［東北大会・インターハイ出場］

ベスト８ ［東北大会出場］
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◆ソフトテニス

【団体戦】

２回戦 黒北 ３－０ 一関高専

３回戦 黒北 ２－０ 盛岡商

準々決勝 黒北 ２－０ 盛岡三

準決勝 黒北 ０－２ 岩手

東北大会第３代表決定戦 黒北 ２－１ 黒工 第３位［東北大会出場］

＜女子＞

【個人戦】

第３位 ［東北大会・インターハイ出場］

第５位 ［東北大会・インターハイ出場］

第７位 ［東北大会出場］

第９位 ［東北大会出場］

【団体戦】

２回戦 黒北 ３－０ 宮古

３回戦 黒北 ２－０ 大船渡

準々決勝 黒北 ２－０ 北上翔南

準決勝 黒北 ２－１ 花巻南

決 勝 黒北 ０－２ 盛岡誠桜 準優勝 ［東北大会出場］

◆サッカー部

１回戦 黒北 ７ － ０ 久慈

２回戦 黒北 ３ － １ 関二

３回戦 黒北 ０ － １５ 専北 ［ベスト１６］

◆ラグビー部（１５人制Ａブロック）

１回戦：黒北 ８５ － ０ 水沢・水工合同チーム

準決勝：黒北 ４８ － ２６ 盛岡工

決 勝：黒北 ０ － ９８ 黒工 準優勝 ［東北大会出場］

◆バドミントン

＜男子＞

【団体戦】

２回戦 黒北 １－３花巻農業

＜女子＞

【団体戦】
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１回戦 黒北 １－３久慈東

◆柔道

【個人戦】

＜男子＞ １回戦敗退

＜女子＞ １回戦敗退

◆剣道

＜男子＞

【団体戦】

予選リーグ 黒北 ３－２ 岩手高校 黒北 ３－２ 一関高専

決勝トーナメント １回戦 黒北 １－２ 宮古

【個人戦】 １～３回戦で敗退

＜女子＞

【団体戦】

予選リーグ 黒北 ０－４ 花巻東 黒北 １－３ 江南義塾 予選リーグ敗退

【個人戦】 １～３回戦で敗退

◆弓道

＜男子＞

【団体戦】

予選 ４０射１９中 通過（予選通過ライン１７中）

準々決勝 ６０射３１中 通過ならず ［ベスト１６］

【個人戦】予選通過者なし

＜女子＞

【団体戦】

予選 ４０射１６中 通過ならず（予選通過ライン１８中）

【個人戦】

黒北 予選 ８射６中 通過

準決勝 １２射７中 通過ならず

◆登山

＜男子＞ １１（１３校中）位


