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  遠 大 励 志
 5 月 12 日（木）新型コロナ等の影響から途絶え

ていた総合開会式が 4 年ぶりに開催され、いよい

よ令和 2 年度の高総体が始まりました。 

今号では前期日程の各部の活躍の様子と、併せ

て全国高校囲碁選手権岩手大会個人戦優勝の話

題をお届けします。 

※陸上競技部と中心会期は次号にて！ 

第 74 回岩手県高校総体前期日程 

【ラグビー部】 

  ２回戦 黒北 １０８－０ 盛岡一 

  決勝戦 黒北 ３８－３ 黒沢尻工 

  ２大会連続７度目の優勝！ 

 黒沢尻工業はオ

フロードパスをつな

ぐ激しい攻め。我が

黒陵ラグビー部は

粘り強いタックルで

攻撃の芽を摘みま

す。前半２４分に今

大会初の失点（相

手ＰＧ）を喫

しましたが、

集中力は最

後まで切れ

ず、７人制大

会の雪辱を

見事に果たし

ました。 

この勝利は全

国１６強以上とい

う目標への第一

歩。山形県天童

市で開催される 

東北大会での活

躍にも期待しまし

ょう！ 

【弓道部】 

男子団体 

 決勝リーグ戦 

  黒北 9 中 ― 10 中 〇一関一 

 〇黒北 １４中 ― １０中 黒沢尻工 

  黒北 11 中 ― １２中 〇不来方 

 1 勝 2 敗 総的中数 35 中 

黒北弓道部初の準優勝！ 

決勝リーグの最終戦の相手は先に 2 勝の不来

方。1 勝 1 敗の黒陵は 2 戦を終えた時点の総的中

数が不来方と並ぶ 23 中。不来方に勝てばともに

2 勝 1 敗でも総的中数で上回る黒陵がインターハ

イ……。わずか 1 中の差で夢は叶いませんでした

が胸を張りましょう！東北選手権の決勝で不来方

と再戦し、次は勝つために！ 

女子個人 

中村日南さん（３－３） 

準決勝４射 2 中  

総的中数 8 中で決勝へ 

決勝８射６中  

総的中数 14 中で 3 位決定

戦へ 

3 位決定戦（遠近による）  

中村さん〇ー〇田老さん  

（釜石） 

中村さんが放った一矢はより中心（正鵠）に近い所

に的中。審判席まで気迫の伝わる射でした！ 

第 3 位で東北選手権出場！ 



【男子バレーボール部】 

１回戦 黒北 １-２ 盛岡一(25-23 1９-25 1４-25) 

接戦の末の第１セット先取が光ります。初戦突破

はなりませんでしたがみんな頑張った！ 

【女子バレーボール部】 

１回戦 黒北 2-0 釜石(25-21 25-22) 

２回戦 黒北 0-2 盛岡市立(18-25 22-25) 

目標のベスト８には届きませんでしたが、強豪・

盛岡市立を相手の大健闘！完全燃焼の女バレを讃

えましょう！ 

【卓球部】 

男子学校対抗 １回戦 ２－３ 大船渡 

女子学校対抗 １回戦 ３－２ 大船渡東 

        ２回戦 ０－３ 一関二 

個人戦 

男子ダブルス  

２－６渡辺雄太郎さん・２－５小高朋也さん 

１回戦  

  ２－５金田大地さん・２－４鬼柳歩音さん  

２回戦 

男子シングルス  

３－６石川竜也さん、３－６小笠原大地さん、 

２－５小高さん １回戦 

  ２－５金田さん、２－４鬼柳さん、 

２－６渡辺さん ２回戦 

女子シングルス  

３－１井上彩世さん ２回戦 

 県大会の壁は厚かったけれど、3 年生の思いを

しっかり引き継いでさらに強くなる卓球部に期待！ 

【バドミントン部】 

学校対抗 

 男子 ２回戦 黒北 ３－０ 盛岡北 

    ３回戦 黒北 ０－３ 花北青雲 

ベスト１６ 

 女子 １回戦 黒北 ３－１ 遠野 

    ２回戦 黒北 ０－３ 専大北上 

 男女とも初戦は決して楽に勝てる相手ではあり

ません。そこを勝って強豪の花北青雲・専大北上と

当たれたことが収穫ですね。バド部のみなさん良く

頑張りました！ 

【剣道部】 

男子団体 予選トーナメント  

２勝（黒北４ー１千厩 黒北５ー０久慈※不戦勝） 

決勝トーナメント 

１回戦 黒北２－３盛岡三 

ベスト９相当  

女子団体 予選トーナメント  

１勝１敗（黒北３ー１盛岡市立 黒北２－３花巻北） 

男子個人 

 ２－４齋藤 周さん ３回戦 

２－３金澤優斗さん ３回戦 

女子個人 

２－５田中優衣さん ４回戦 

 男子のｖｓ盛岡三戦、女子のｖｓ花巻北戦の粘りが

光ります。「剣心一如」の道に果てはなし。黒陵剣

道部の更なる活躍に期待！ 

全国高校囲碁選手権岩手県大会 

個人戦 

男子 全国選手権予選トーナメント 

３－４高橋 慎さん 優勝  

３－３佐藤布隆さん    

ベスト８ 初段認定 

リーグ戦  

３－２小原洸太さん 

3 級～７級相当リーグ戦  

認定ならず 

１－４筒井詩文さん 

15 級相当リーグ戦  

３勝 1 敗 14 級認定 

１－２石川創玄さん 15 級相当リーグ戦 ２勝 2 敗 

15 級認定 

女子 全国選手権予選トーナメント 

２－２細川明栞さん ベスト８ 10 級認定 

リーグ戦 

 ２－２立花ひなたさん 15 級相当リーグ戦  

１勝３敗 

団体戦  

男子 

全国選手権予選トーナメント 

 高橋・佐藤・小原 ３位（全国大会出場ならず） 

 男子Ｂ級 石川・筒井（３名組めず２名で参加） 

2 勝 2 敗 

女子 

全国選手権大会予選リーグ 

 細川・立花・３－２高橋桃花さん 2 敗 

  高橋 慎さん 全国選手権大会(8/1-2 東京)、

全国高総文祭(8/3-5 東京)出場権獲得！おめでと

うございます！全国での活躍に期待します！ 


