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  遠 大 励 志
 「遠大励志」１２号は、今年度の高総体の掉尾を飾

る水泳競技の入賞の記録からお伝えします。 

 第 74 回岩手県高校総体水泳競技 

【男子 50m 自由形】 

 ３－５ 髙橋佑介さん 第 8 位 

【男子 200m 個人メドレー】 

 １－３ 佐々木琥太郎さん 第 6 位  

【男子 400m 個人メドレー】 

 １－３ 佐々木琥太郎さん 第 5 位  

【男子 4×200m フリーリレー】 

 １－３ 佐々木琥太郎さん  

 ２－６ 柄谷朋哉さん 

 ３－４ 鈴木凛大さん 

 ３－５ 髙橋佑介さん 第 5 位 

【女子 200m 自由形】 

 ２－６ 鈴木愛菜さん 第 8 位 

【女子 200m 平泳ぎ】 

 ３－３ 小笠原果子さん 第 8 位  

【女子 200m 個人メドレー】 

 ３－４ 小笠原愛佳さん 第 7 位  

【女子 400m 自由形】 

 １－３ 千田梨緒さん 第 5 位  

【女子 800m 自由形】 

 １－３ 千田梨緒さん 第 2 位  

【女子 4×100m フリーリレー】 

 ２－３ 髙橋七夕さん 

 ３－４ 小笠原愛佳さん 

 ３－６ 髙橋 結さん 

 １－３ 千田梨緒さん 第 8 位  

入賞された生徒の皆さ

ん（男子フリーリレーを除

く）は、７月１９日（火）～２１

日（木）の東北大会出場

権を獲得しました。これか

らさらに気力・体力を充実させ、会心の泳ぎに期待し

ましょう！ 

次の話題は６月２４日（金）～２６日（日）に開催され

た県陸上競技選手権大会の記録です。 

2022 県陸上競技選手権大会 

【男子】  

４×１００ｍＲ 高橋・相澤・遠藤・村上 第６位  

走高跳 ２－６ 佐藤陽斗さん 第７位 

    ２－２ 遠藤優祐さん 第８位 

【女子】 

棒高跳 ３－１ 新田奈菜子さん 第１位☆大会新 

３－１ 小笠原鈴さん 第３位 

    ２－１ 田毛咲羽さん 第４位 

三段跳 ３－２ 菅原 舞さん 第１位 

ハンマー投 ２－６ 宇夫方和さん 第５位 

４×１００ｍＲ 森岡・佐々木・奥玉・菊池 第５位 

走幅跳 ３－２ 菅原 舞さん 第７位 

４×４００ｍＲ 森岡・石田・田毛・奥玉 第７位  

やり投 ２－４ 藤原芽生さん 第８位 

 一般・大学生を含む大会で入賞を果たした選手の

皆さん、「長走一駆隼の我に無限の力あり」（第４応援

歌）の勢いで次の大会も頑張ってください！ 

さて次は県高総体の上位大会である東北大会に

挑んだ選手諸君の大活躍の記録です。 

令和４年度東北高等学校選手権大会 

陸上競技 ６／１４（火）～１７（金）＠青森市 

棒高跳 ３－１ 新田奈菜子さん 第１位 

☆自己ベストタイ 

三段跳 ３－２ 菅原 舞さん 第３位 

             ☆自己ベスト更新 

お二人は８

／３（水）から四

国・徳島県で開

催されるインタ

ーハイの出場

権を見事獲得

しました！瀬戸

内の空に雄飛

の黒陵女子！全国での熱い戦いを応援しましょう！ 



兼 

※写真は県高総体のものです。 

弓道競技 ６／２５（土）～２６（日）＠仙台市 

【男子団体】  

予選１回目：５中／２０射 ２回目：１０中／２０射 

 計 １５中／４０射 予選通過ならず 

 これまで黒陵男子弓道部が誰一人経験したこと

のなかった東北大会には「魔物」が住んでいました

…。この悔しさを後輩に引き継いで次は「魔物」に勝

とう！ 

【女子個人】 

３－３ 中村日南さん 第１位 

 決勝に残った８名で競われた

「射詰（いづめ）」で東北の頂点に

輝いた中村さん！おめでとう！ど

うかこれからも「自分らしい射」を

追求してください！ 

ソフトテニス競技 ６／１８（土）～１９（日）＠秋田市 

３－３猫塚新大さん・３－６及川 諒さん  

1 回戦 ④-３ 弘前高校（青森） 

2 回戦 ④-０ 羽黒高校（山形） 

３－３藤原涼太さん・３－５髙橋翔真さん 

 1 回戦 １-④ 羽黒高校（山形） 

 猫塚・及川ペア価値ある一勝！また、全国ベスト４

相当の強豪校・羽黒高校と対戦できたことも大きな

収穫でした。インターハイへのモティベを高める糧とし

てください！ 

ラグビー競技 ６／１６（木）～１９（日）＠天童市 

1 回戦 黒北（岩手１位）15-５秋田中央（秋田２位） 

準決勝 黒北 ３６-７ 仙台育英（宮城１位） 

決勝 黒北 12-２５ 秋田工業（秋田１位） 

準優勝  

強豪・秋田工業相手に惜敗！しかし東北第２位・

準優勝の結果は胸を張れます。「花園で年越し」の目

標は確実に近づいています。黒陵ラグビー部の更な

る勇躍に期待しましょう！ 

まだまだ続く大会報告。次は文化部の活躍を三つ

ご紹介します。 

県高総文祭放送部門大会 

ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト県大会 

朗読部門 ２－２ 猫塚莉央さん 優良賞 

創作テレビドラマ部門 優秀賞 

2 部門で全国大会出場決定！

テレビドラマ部門の作品タイトルは「その生徒、不明

につき」。どんな内容なんでしょう？見たい！ 

放送部の皆さんの全国大会での活躍に期待しま

す！ 

岩手県高等学校書道作品コンクール 

書道協会長賞 ２－５ 及川奈々葉さん 

奨励賞 ３－１ 髙橋柑奈さん 

こちらのお二人の作品もぜひ見せていただきたい

ですね！及川さんは７／９（土）に盛岡で開催される

表彰式に出席される予定とのこと。本校書道部の代

表として式に臨んでいただければと思います。おめで

とうございます！ 

岩手県高校級別囲碁大会 

（セミナーサポート事業） 

Ａ級 ３－４ 高橋 慎さん 全勝優勝 

Ｅ級 １－２ 石川創玄さん ３勝１敗 １３級認定 

  １－４ 筒井詩文さん ２勝２敗 １４級 

Ｆ級 ２－２ 立花ひなたさん １勝２敗 

プロの棋士や県内のアマチュア有段者との指導対

局を経験した１・２年生の皆さんは、１０月の新人大会

に向けて自分の課題を見つけられたと思います。ま

た、全国選手権大会（８／１（月）～２（火）東京）、全国

高総文祭（８／３（水）～５（金）東京）に出場する高橋

さんにとっても、大きな刺激をいただいた大会ではな

かったでしょうか。全国の舞台での熱闘に期待しまし

ょう！ 

運動部の話題をもう一つ。 

岩手県種目別バドミントン選手権大会 

少年男子ダブルス 

２－１ 佐藤啓太さん・及川嵩浩さん ３回戦進出 

少年女子ダブルス 

１－５ 石川有香さん・矢吹もみじさん ３回戦進出 

２－６ 米澤優凪さん・２－２小原瑠夏さん 出場 

少年男子シングルス 

２－１ 佐藤啓太さん ３回戦進出 

２－１ 及川嵩浩さん ２回戦進出 

少年女子シングルス 

２－６ 米澤優凪さん ２回戦進出 

１－５ 石川有花さん 出場 

 こうしてみるといかに多くの黒陵生が「文武両道」

を実践しているかがよく分かります。結果は大事。プロ

セスはもっと大事。勉強は大事。勉強以外も大事。あ

えて「二兎を追う」黒陵生、立派だよ君たちは！ 


