平成２８年度 部活動戦績
硬式野球部
■第６３回春季東北地区高等学校野球
岩手県大会久慈地区予選
１回戦 久慈工４－３大野
２回戦 久慈工０－２久慈東
敗者復活２回戦 久慈工３－２大野
第２代表決定戦 久慈工１－１２久慈
県大会出場ならず
■第９８回全国高等学校野球 岩手県
大会
２回戦 久慈工 １１－５ 宮古商業
３回戦 久慈工
１－２ 盛岡第四
■第１４回ライジングサンカップ高校
野球交流親善大会
優勝
■第６９回秋季東北地区高等学校野球
岩手県大会久慈地区予選
１回戦 久慈工 １０－１ 久慈東
第１代決戦 久慈工 ５－２ 久慈
久慈地区第１代表県大会出場

■第 62 回岩手県高等学校新人卓球大会
久慈地区予選
団体戦（学校対抗）
男子 １勝３敗 ４位
女子 ０勝３敗 ４位(久慈高合同チーム)
個人戦
男子ダブルス３組出場 予選敗退
女子ダブルス１組出場 予選敗退
男子シングルス CE2 大平 颯士 第２位
女子シングルス CE2 久世 麗華 第１位
■第 62 回岩手県高等学校新人卓球大会
男子団体
１回戦 久慈工 １－３ 水沢
１回戦敗退
【男子シングルス】
１回戦 大平 颯士 ２－３ 一関一
１回戦敗退
【女子シングルス】
１回戦 久世 麗華 ０－３ 千厩
１回戦敗退

■第６９回秋季東北地区高等学校野球
岩手県大会
１回戦 久慈工 ５－６× 一関一(E11)
１回戦敗退

■第５６回久慈市近郊卓球大会
団体 A(大平颯士 佐藤和輝 高橋利弥)
１回戦 久慈工 ４対１ 福岡
２回戦 久慈工 ２対３ 種市高ＯＢ
団体 B(久世麗華 大友隼 高橋雄士 馬内
涼)
１回戦 久慈工 ０対５ 久慈クラブＤ

■第１１回洋野町長杯高校野球交流大
会
１回戦 久慈工 ６－２ 大野

シングルス
CE2 大平 颯士 ３回戦敗退
CE1 大友 隼
２回戦敗退

卓球部

バスケットボール部

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
久慈地区予選会
男子シングルス１０名出場
予選通過者なし
男子ダブルス ５組出場
予選通過組なし
女子シングルス １名出場
予選通過者なし

■第６８回岩手県高等学校総合体育大会
１回戦 久慈工５８－８０宮古水産

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
男子団体（学校対抗）
１回戦 久慈工 ０－３ 紫波総合
１回戦敗退
女子団体（久慈高校との合同チーム）
１回戦久慈・久慈工２対３一戸・沼宮内
１回戦敗退

■第６２回岩手県高等学校新人バスケ
ットボール大会久慈地区予選
１回戦 久慈工 ４０－９２ 久慈東
２回戦 久慈工 ２７－８３ 大野
３回戦 久慈工 ４６－５０ 久慈

ラグビー部
■第６８回岩手県高等学校総合体育大会
７人制
久慈工 １９－３１ 福岡工
久慈工
０－４７ 一関合同

久慈工 ０－５１ 釜石高
０勝３敗 第４位
■岩手県高等学校新人大会ラグビーフ
ットボール競技
【７人制】 久慈工 ５－３６ 釜石
久慈工 ５－２９ 宮古工
久慈工 ５－ ５ 福岡工
久慈工 ７－２２ 一関工

柔道部
■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
団体戦 予選リーグ
久慈工 ０－５ 盛岡一
久慈工 ３－２ 宮古商
決勝トーナメント進出ならず
個人戦
６６ｋｇ級
小向 優都(ＭＥ２）５位
（全日本ジュニア柔道体重別選手権大
会岩手選考会出場権獲得）
谷﨑 友輔（ＣＥ１） １回戦敗退
日沼 宏介（ＣＥ１） １回戦敗退
７３ｋｇ級
桑田 祐奈（ＭＥ３） １回戦敗退
太田 澪（ＣＥ１）
２回戦進出
■全日本ジュニア柔道体重別選手権大
会岩手選考会
６６ｋｇ級
小向優都（ＭＥ２） １回戦敗退
■第 49 回岩手県高等学校１・２年体重
別選手権大会
ME2 小向 優都 66kg 級 ベスト８
CE1 日沼 宏介 66kg 級 １回戦敗退
CE1 太田 澪
73kg 級 ２回戦敗退
■第 61 回岩手県高等学校新人柔道大会
団体戦（３人制） 第２位
１回戦
久慈工 ３－０ 一関高専
２回戦
久慈工 ２－１ 花北青雲
準々決勝 久慈工 ２－１ 水沢
決 勝
久慈工 ０－３ 大船渡東
個人戦
６６kg 級 小向 優都 ２回戦敗退
６６kg 級 日沼 宏介 １回戦敗退
７３kg 級 太田 澪
２回戦敗退

ソフトテニス部男子
■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
久慈地区予選
男子団体戦 第２位
男子個人戦 ７組出場
ベスト８ 県大会出場
神成 拓也(ME2)・若山 海斗(CE2)
女子団体戦 第２位
女子個人戦 ３組出場
大沢楓恋（CE3）
・沢里紅葉（CE3）
優勝（県大会出場）
藤森夏季（CE3）
・下川菜々（CE3）
ベスト８ 県大会出場
■第 25 回岩手県ジュニア選抜ソフトテ
ニス選手権大会兼ハイスクールジャパ
ンカップ 2016 予選会
男子個人戦
三上 鴻(ME2)・米内 観渡(CE2)
２回戦敗退
神成 拓也(ME2)・若山 海斗(CE2)
１回戦敗退
女子個人戦
藤森 夏季（CE3）
・下川菜々（CE3）
１回戦敗退
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技
男子個人戦
神成 拓也(ME2)・若山 海斗(CE2)
２回戦敗退
男子団体戦
久慈工０－３水沢商業 ２回戦敗退
女子個人戦
藤森夏季
（ＣＥ３）
・下川菜々
（ＣＥ３）
１回戦敗退
大沢楓恋
（ＣＥ３）
・沢里紅葉
（ＣＥ３）
２回戦敗退
女子団体
久慈工業１－２専大北上 １回戦敗退
■第 15 回石杜杯高等学校ソフトテニス
大会
準優勝
予選リーグ
Ｂブロック 久慈工 ２－１ 盛岡一
久慈工 １－２ 盛岡商
（得失差により予選１位通過）

決勝トーナメント
準決勝
久慈工 ２－０ 盛岡一
決 勝
久慈工 ０－２ 久慈
■第 61 回岩手県高等学校新人大会ソフト
テニス競技久慈地区予選会
個人戦
三上 鴻 ME2・若山 海斗 CE2
吉田 直樹 ME1・米内 観渡 CE2
以上ベスト８（県大会出場）
神成 拓也 ME2・野﨑 瑛二 ME2
一本柳 新 CE1・下道 冬弥 CE1
以上２回戦敗退
菱事 和志 ME1・畠山 佑介 CE1
村田 親良 CE1・小泉 夕次郎（久慈）
以上１回戦敗退
団体戦
久慈工
久慈工
久慈工
久慈工

３－０
３－０
３－０
１－２

大野
種市
久慈東
久慈
地区 2 位

■第 57 回沿岸高等学校新人大会
優勝
団体戦
１回戦 久慈工 ３－０ 岩泉
準決勝 久慈工 ２－０ 宮古
決 勝 久慈工 ２－１ 宮古工
■第 61 回岩手県高等学校新人大会ソフ
トテニス競技
個人戦
吉田 直樹・米内 観渡 ベスト３２
（県インドア大会出場）
三上 鴻 ・若山 海斗 ２回戦敗退
団体戦
久慈工 １－２ 久慈 １回戦敗退
■第 71 回南部地方高等学校ソフトテニ
ス選手権大会
神成 拓也 ・野﨑 瑛二 ベスト３２
吉田 直樹 ・畠山 佑介 ２回戦敗退
三上 鴻 ・若山 海斗 １回戦敗退
一本柳 新 ・下道 冬弥 １回戦敗退
菱事 和志 ・村田 親良 １回戦敗退
■第 48 回岩手県高等学校選抜室内ソフ
トテニス大会
個人戦 吉田 直樹・米内 観渡 １回戦
敗退

ソフトテニス部女子
■第 28 回北奥高等学校ソフトテニス選手
権大会 個人戦
ME2 種綿 茉由・ME2 中野 愛海 組
２回戦敗退
CE1 日向 結衣・CE1 賀口 美紅 組
２回戦敗退
■第 16 回鶺鴒杯高校生ソフトテニス大会
団体戦
１回戦 久慈工 ２－１ 大野
２回戦 久慈工 ０－３ 宮古商Ａ
■第 56 回沿岸高等学校新人大会
団体戦
１回戦 久慈工 １－２ 宮古商
■第 61 回岩手県高等学校新人大会ソフト
テニス競技
団体戦
１回戦 久慈工 ０－３ 盛岡南

ウエイトリフティング部
■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会
62kg 級 慶長至悟(CE1) 採点制に出場
77kg 級 長根隆文(CE2) 2 位
東北大会・インターハイ出場権獲得
77kg 級 野崎迅(CE2)
４位
77kg 級 日向太樹(CE2) ６位
85kg 級 桑田祐太(CE3) ４位
94kg 級 伊東慶洋(CE3) ４位
94kg 級 山口雅人(CE3) ２位
東北大会出場権獲得
■第 36 回東北高等学校選手権大会
77kg 級 長根隆文(CE2) ３位
94kg 級 山口雅人(CE3) ９位
■第 16 回赤坂杯争奪選手権大会
（東北総合体育大会選考会）
62kg 慶長至悟(CE1) １位
77kg 長根隆文(CE2) １位
東北総体出場権獲得
77kg 野崎 迅(CE2) ３位
77kg 日向太樹(CE2) ５位
94kg 伊東慶洋(CE3) ２位

■全国高等学校総合体育大会ウエイト
リフティング競技大会高松宮賜旗
第 63 回全国高等学校ウエイトリフティ
ング競技選手権大会（岡山県）
CE2 長根 隆文 ７７㎏級 出場
■第 43 回東北総合体育大会ウエイトリ
フティング競技第７１回国民体育大会
東北ブロック大会（青森県）
CE2 長根 隆文 ７７㎏級 第４位
■岩手県高等学校新人大会ウエイトリ
フティング競技
CE1 舘山 勇大 ５３㎏級 第４位
CE1 慶長 至悟 ６２㎏級 第２位
CE2 長根 隆文 ７７㎏級 第１位
CE2 野崎 迅
７７㎏級 第２位
CE2 日向 太樹 ８５㎏級 第２位

美術部
■野田村顔出し看板 修理作成(２枚目
も作成中)
■マイナビ 音楽・芸能と楽器の専門学
校 ESP ミュージカルアカデミー主催
ギターデザインコンテスト応募

吹奏楽部
■平成２８年度全日本吹奏楽コンクー
ル岩手県大会予選第２８回県北地区大
会
一般団体（久慈ウインドアンサンブ
ル、のだ吹奏楽団）と合同演奏で参加
■平成２８年度全国アンサンブルコン
テスト岩手県大会予選久慈支部大会
一般団体（オープン参加）
■第２４回久慈地区高等学校総合文化
祭舞台部門吹奏楽専門部発表
参加

料理部
■第７回高校生「調理・製菓」コンテス
ト決勝大会
団体
CE3 大道 卓哉 坂上 愛梨寿 組
北日本ﾊｲﾃｸﾆｶﾙｸｯｷﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ賞
個人
ME1 權谷 可南人
タルトタタン賞
CE3 金子 恵大 岩手県外食産業協議会賞
ME2 播磨 香鈴 CE2 林崎美菜 奨励賞

工学研究同好会
■岩手県高等学校ロボット競技全国大
会
選考会「ロボメイト」アイディア賞受賞
第８位 Ｓ・Ａ・Ｔ・Ｏ
第１０位 ロボメイト
■高校生ものづくりコンテスト２０１５
岩手県大会旋盤作業部門（１１月５日～
６日実施）
２人エントリー
以上大会に向けて加工練習や陣地作り・
ロボット製作を頑張っています。

