令和元年度

第７１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（北上総合運動公園陸上競技場）
＜男子＞総合得点

トラック得点

第３位
第２位

第１位 菊地琳太朗（３年） １００ｍ

１０秒６２

第１位 菊地琳太朗（３年） １１０ｍＨ

１４秒５４［大会新］

第１位 髙杉 時史（２年） ２００ｍ

２１秒８４

第１位 新田・髙杉・千葉・菊地 ４×１００ｍＲ ４２秒５２
第２位 髙杉 時史（２年） １００ｍ

１０秒６６

第３位 千葉 晃誠（３年） 三段跳

１３ｍ９４

第３位 松尾・菊地・田口・髙杉 ４×４００ｍＲ ３分２３秒２９
第４位 佐々木将吾（１年） 棒高跳

３ｍ８０

第６位 千葉 晃誠（３年） 走幅跳

６ｍ５７

第６位 藤田 和樹（３年） 棒高跳

３ｍ７０

第７位 箱崎 翔大（１年） 棒高跳

３ｍ７０

＜女子＞総合得点

第５位

フィールド得点 第２位
第１位 浅沼 沙紀（３年） 棒高跳

３ｍ００

第１位 八重樫澄佳（２年） 走高跳

１ｍ７５

［県新、県高校新、大会新］
第２位 金濱 凛 （３年） やり投

３８ｍ０１

第３位 菅原 聖菜（３年） ハンマー投

４０ｍ３２

第３位 柴田ひなの（３年） ５０００ｍＷ ２８分３５秒２０
第３位 金濱 凛 （３年） 三段跳

１１ｍ０９

第４位 八重樫澄佳（２年） １００ｍＨ

１５秒４９

第４位 八重樫叶子（３年） ４００ｍＨ

１分０４秒０１

第４位 小川・八重樫・高橋・八重樫 ４×４００ｍＲ ４分０３秒０６
第６位 小川 夏子（３年） ４００ｍ

１分００秒０７

第６位 八重樫叶子（３年） １００ｍＨ

１５秒７３

第６位 小川 夏子（３年） ４００ｍＨ

１分０４秒９５

第６位 津田 奈朋（３年） 七種競技

２９１２点

第７位 小野真優菜（２年） 七種競技

２８４３点

第７位 齋藤 菜月（２年） 棒高跳

２ｍ１０

第７位 伊藤・津田・小野・八重樫 ４×１００ｍＲ ５０秒６７

［６位（七種競技は４位）までの入賞者は東北大会出場］
◆バレーボール部（花巻市総合体育館）
＜男子＞
１回戦 黒 北 ０－２

盛岡第四

＜女子＞
１回戦 黒 北 ２－０

山 田

２回戦 黒 北 ２－０

一関二

３回戦 黒 北 ２－０

盛岡南

準々決勝 黒 北 ０－２

盛岡誠桜

ベスト８

◆卓球部（奥州市総合体育館）
＜男子＞
【団体戦】
１回戦 黒 北 ３－０ 宮古北
１回戦 黒 北 ２－３ 一関一
【個人戦】シングルス
根木地郁哉（３年） １回戦敗退
小野寺汐音（３年） ２回戦敗退
伊藤 悟朗（３年） ２回戦敗退
＜女子＞
【団体戦】
１回戦 黒 北 ０－３ 一戸・福岡工（連合）
◆サッカー部（一関陸上競技場）
１回戦 黒 北 ９－０ 久慈東
２回戦 黒 北 ２－０ 大槌・山田連合
３回戦 黒 北 １－５ 不来方

ベスト１６

◆ラグビー部（１５人制Ａブロック）（八幡平市ラグビー場）
７ 合同 A（不来方・盛岡南・花巻東）

１回戦 黒 北 ３４

－

準決勝 黒 北 ３７

－ １２ 盛工

決 勝 黒 北 １０

－ １９ 黒工

◆剣道部（岩手県営武道場）
＜男子＞
【団体戦】
予選リーグ

黒 北 ０－４ 盛岡南

【個人戦】
白畑 結衣（３年）３回戦敗退
切田 哲平（３年）３回戦敗退
甲木 涼雅（３年）１回戦敗退
福井

蓮（３年）１回戦敗退

伊藤

開（３年）１回戦敗退

吉田 朋弥（１年）１回戦敗退
伊藤 優太（１年）１回戦敗退
三浦 叶多（１年）１回戦敗退
＜女子＞
【団体戦】
予選リーグ

黒 北

２－３ 千厩

【個人戦】
佐々木菜帆（１年）３回戦敗退
後藤 雅奈（３年）２回戦敗退
盛合 千尋（３年）２回戦敗退
齋藤

奏（３年）２回戦敗退

千田素代香（２年）２回戦敗退
木元沙智香（１年）２回戦敗退
及川日茉莉（２年）１回戦敗退

準優勝

［東北大会出場］

◆弓道部（岩手県営武道館弓道場）
＜男子＞
【団体戦】
４０射１８中 予選敗退
【個人戦】
照井 暢人（３年） ８射 ７中 予選通過
１２射１１中 準決勝通過
２０射１８中 決勝戦

［東北大会出場］

２・３位決定戦 射詰競射１回目○ ２回目○

［宮崎インターハイ出場］
＜女子＞
【団体戦】
４０射１２中 予選敗退
[個人戦]
予選通過者なし
◆野球部（ライジング・サン・スタジアム）
１回戦 黒北 ３－６

黒工

◆バスケットボール部（奥州市総合体育館）
＜男子＞
３回戦 黒北 ８５ －

６１ 花巻東

４回戦 黒北 ７７ －

５８ 盛岡工

準々決勝 黒北 ５９ －１０７ 盛岡市立

＜女子＞
２回戦 黒 北 ８３ － ３５ 盛岡誠桜
３回戦 黒 北 ７３ － ７５ 高田

ベスト８

第２位

◆ソフトテニス部（和賀川グリンパークテニスコート）
＜男子＞
【個人戦】
凌雅（２学年）・中野啓之朗（３学年）優勝

昆

[東北大会・宮崎インターハイ出場]
小岩 武瑠（２学年）・船渡光太郎（３学年）第５位

[東北大会・宮崎インターハイ出場]
城戸 文哉（３学年）・髙橋 遼羽（２学年）第５位

[東北大会・宮崎インターハイ出場]
山口 仁隆（２学年）
・小原歩斗（３学年） 第１０位

[東北大会]
小松田遼太（３学年）
・舘場

智侑（２学年）３回戦敗退

折笠 敬亮（３学年）
・佐々木洸輔（３学年）２回戦敗退

【団体戦】
決勝
黒

北 ２－０ 盛岡工業

小岩・船渡 ４－３
昆

・中野 ４－１

２年ぶり１７回目優勝

[東北大会・宮崎インターハイ出場]

＜女子＞
【個人戦】
小向 亜依（３学年）・伊藤 陽色（３学年）優勝

[東北大会・宮崎インターハイ出場]

大石 七羽（２学年）・高橋

涼（３学年）第５位

[東北大会・宮崎インターハイ出場]
及川

彩（３学年）・川崎 佳純（３学年） ３回戦敗退

高橋 敬子（２学年）・仲條

栞（２学年） ２回戦敗退

伊東 麗美（２学年）・三浦穂乃花（３学年） １回戦敗退
【団体戦】
決勝
黒

北

０－２

盛岡誠桜

小向・伊藤

１－４

高橋・仲條

３－４

準優勝

[東北大会出場]

◆バドミントン部（一関市総合体育館）
＜男子＞
【団体戦】
１回戦 黒北 ３－２ 花泉
２回戦 黒北 ０－３ 千厩
【個人戦】
１回戦

髙橋良哉（２学年） １－２ 一関高専

＜女子＞
【団体戦】
１回戦 黒北 ０－３ 一関修紅
◆柔道部（岩手県営武道館）
【個人戦】
＜男子・６６kg 級＞
平野

湧紳（２学年）

１回戦敗退

◆登山部（裏岩手連峰（源太ｹ岳、大深岳、三ツ石山））
＜男子＞
１０位
菊池 旭斗（２学年）、木村 史希（２学年）、嶽間沢駿太（３学年）

