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平成２８年度 部活動成績一覧 

【運動部大会成績】 

■陸上 

平成２８年度春季陸上競技大会 

３０００ｍ               ４位 

５０００ｍＷ              ３位 

第６８回岩手県高等学校総合体育大会 

５０００ｍＷ              ７位 

棒高跳                 ６位  

平成28年岩手県陸上競技選手権大会 

4×100ＭＲ                  ７位 

第６７回岩手県高等学校陸上競技大会  

3000m                          ８位 

棒高跳                               ６位 

三段跳                               ４位 

第２１回東北高等学校新人陸上競技選手権大会   

三段跳                         東北大会出場 

第２８回全国高等学校女子駅伝競走岩手県予選会 

駅伝                         10位 

■体操 

第68回岩手県高等学校総合体育大会体操競技 

団体                    4位 

第64回岩手県高等学校新人大会体操競技    3位：東北大会へ 

第24回東北高等学校体操競技選抜大会     出場 

■バスケットボール 

第68回岩手県高等学校総合体育大会     ２回戦敗退 

第62回岩手県高等学校新人大会       ２回戦敗退 

■バレーボール 

第68回岩手県高等学校総合体育大会     3回戦敗退  

第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会岩手県予選会     

2回戦敗退 

第64回岩手県高等学校新人大会        2回戦敗退 

■卓球 

平成28年度（前期）岩手県卓球リーグ  

団体 ２部リーグ                               第３位 

平成28年度第68回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技  

団体 ベスト８ 

個人（ダブルス）                 ３回戦敗退 

      ２回戦敗退   

     １回戦敗退 

個人（シングルス）                    ４回戦敗退 

      ３回戦敗退 

    ２回戦敗退   

             １回戦敗退 

平成28年度岩手県卓球選手権大会兼全日本予選会（ジュニアの部） 

個人（シングルス）                    ２回戦敗退  

    １回戦敗退  

平成28年度岩手県高等学校新人卓球大会  

 団体                                        第3位 

個人（ダブルス）                ベスト１６  

      ２回戦敗退  

      １回戦敗退   

個人（シングルス）               ベスト１６  

               ベスト３２  

               ２回戦敗退  

                １回戦敗退 

第40回東北高等学校選抜卓球大会岩手県予選   

団体                        第2位 東北選抜大会出場 

平成28年度北奧羽高校卓球大会       団体   準優勝  

個人（シングルス）                      優勝  

                  ベスト８  

      ３回戦敗退   

                 ２回戦敗退  

平成28年度全国高等学校選抜卓球大会（個人戦）岩手県予選会 

個人（シングルス）                 ベスト８   

               ベスト１６  

               ４回戦敗退  

                 ３回戦敗退   

      ２回戦敗退  

           １回戦敗退  

■ソフトテニス 

第１０回東北高等学校春期ソフトテニス選手権大会  

団体                                   予選リーグ敗退 

第２６回岩手県ジュニア選抜ソフトテニス選手権大会 

個人（ダブルス）                 ３回戦敗退 

    ２回戦敗退   

平成２８年度第６８回岩手県高等学校総合体育大会  

団体                                          ベスト８ 

個人（ダブルス）                 ３回戦敗退 

     ２回戦敗退 

        １回戦敗退 

第61回岩手県高等学校新人大会  

団体                              1回戦敗退  

個人                   2回戦敗退 

                   1回戦敗退  

■ハンドボール 

平成28年度岩手県高等学校総合体育大会       3位 

平成28年度第9回岩手県高等学校秋季大会      2位  

平成28年度岩手県高等学校新人大会         3位  

第40回全国高等学校選抜大会岩手県予選会      4位  

■バドミントン 

第６８回岩手県高等学校総合体育大会  

団体                    ２回戦敗退 

個人ダブルス                ２回戦敗退 

個人シングルス               １回戦敗退 

第５６回岩手県高等学校新人大会     団体 ２回戦敗退 
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■ソフトボール 

第４８回岩手県高等学校選抜大会      予選リーグ敗退 

平成２８年度第６８回岩手県高等学校総合体育大会 ベスト１６ 

第６３回岩手県高等学校新人大会            １回戦敗退 

■テニス 

平成２８年度第６８回岩手県高等学校総合体育大会  

団体                    １回戦敗退 

個人（シングルス）        ベスト８：東北大会へ 

個人（ダブルス）              １回戦敗退 

平成２８年度第５７回東北高等学校テニス選手権大会 

個人（シングルス）             １回戦敗退 

東北春季ジュニアテニス選手権大会岩手県選考会  

個人（シングルス）              第６位 

東北春季ジュニアテニス選手権大会出場決定 

平成28年度第48回岩手県高等学校新人大会  

団体                          ２回戦敗退 

個人（シングルス）                     ２回戦敗退 

個人（ダブルス）                １回戦敗退 

■なぎなた 

第68回岩手県高等学校総合体育大会  

団体                         第1位 

個人                                    第3位 

演技                      第2位 

第１８回東北高等学校なぎなた選手権大会 

団体                 予選リーグ敗退 

個人                            予選リーグ敗退 

演技                             第2位 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会  

演技                        予選リーグ敗退  

団体                     ベスト１６  

平成28年度国民体育大会東北ブロック予選兼第43回東北総体  

演技                         第1位  

団体                         第2位  

少年総合1位・総合1位 

第７１回国民体育大会  

演技                        第1位  

団体                    第７位  

総合２位 

第２１回岩手県高等学校新人大会  

団体                       第１位  

演技                             第２位  

                               第４位  

個人                                     第２位  

                            第３位  

第14回東北高等学校選抜大会  

団体                             第４位  

演技                             第２位  

          予選リーグ敗退  

 

平成２８年度全国高等学校選抜大会  

団体      出場 

個人       出場 

■水泳 

第68回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技 

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ                   第４位 

200m自由形                     第５位 

第64回東北高等学校水泳競技選手権大会 

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ                  第24位 

200m自由形                      第33位 

岩手県高等学校第54回水泳競技新人大会   

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ          第3位 

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ                第3位 

第24回東北高等学校新人水泳競技大会  

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ               第10位 

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ               第14位 

 

【文化部大会成績】 

■書道部 

第14回岩手県高等学校書道作品コンクール  

書道協会長賞  

第14回岩手県高等学校書道作品コンクール  

奨励賞     

第40回全国高等学校総合文化祭書道部門広島大会  

第39回岩手県高等学校総合文化祭書道部門 

全紙・漢字の部  

最優秀賞     

優秀賞   

奨励賞     

入選         

全紙・漢字仮名交じりの部 

奨励賞     

入選    

第45回岩手県小・中・高校書写書道作品コンクール  

毛筆の部  

岩手県知事賞   

推薦      

 団体     学校賞  

■美術部 

平成28年度第39回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展 

〈第54回県下高校美術展〉 

デザイン 特賞  Ｈ29年度全国高総文祭出品 

絵画 入選   

■音楽部 

第68回全日本合唱コンクール岩手県大会            金賞 

第68回全日本合唱コンクール東北支部大会           金賞 

第69回全日本合唱コンクール全国大会              銀賞 

第26回岩手県合唱小アンサンブルコンテスト 

        A・B・Cチーム        各 金賞 
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■吹奏楽 

全日本吹奏楽コンクール第５４回岩手県大会       銀賞 

全日本アンサンブルコンテスト第３７回岩手県大会  

Cl４重奏                      銀賞 

■演劇 

第49回東北地区高等学校演劇発表会  

 平成29年度全国高総文祭出場推薦 

■文学研究 

平成28年度岩手県高校生文芸コンクール  

短歌 優秀賞  

優良賞  

入選   

俳句  優秀賞  

優良賞  

入選   

 文芸誌 文学研究部誌「はなぶさ」39号 佳作 

第31回全国高校文芸コンクール   

文学研究部誌「はなぶさ」39号 奨励賞 

俳句  入選  

■マンドリン・ギター 

第39回岩手県高等学校総合文化祭第35回岩手県高等学校器楽 

コンクール                    優良賞 

■写真部 

第３９回岩手県高等学校総合文化祭 写真部門  

優良賞  

入選    

■箏曲 

第40回全国高等学校総合文化祭２０１６ひろしま総文日本音楽 

文化連盟賞  

第39回岩手県高等学校総合文化祭日本音楽部門発表会  

最優秀賞・全国大会へ 

■囲碁将棋 

第40回全国高等学校囲碁選手権岩手県大会  

優勝  ：全国大会へ 

第40回全国高等学校囲碁選手権岩手県大会  

優勝：全国大会へ 

第38回岩手県高等学校将棋大会  

第４位   

第40回全国高等学校囲碁選手権大会  

団体 予選リーグ敗退 

個人 予選リーグ敗退 

第40回全国高等学校総合文化祭囲碁部門  

個人 35位/46人中 

第25回岩手県高等学校文化連盟囲碁新人大会  

個人 ４位 ：東北大会へ 

団体 ３位  

第35回岩手県高等学校文化連盟将棋新人大会  

個人 ６位  

団体 ４位   

第30回東北地区学校囲碁選手権大会  

個人  ５位/１０人中 

■生物同好会 

第63回岩手県高等学校理科研究発表会並びに第39回岩手県 

高等学校総合文化祭自然科学部門研究発表会  

奨励賞  

■ＥＳＳ 

平成28年度東北地区高等学校国際教育研究協議会 

「第３６回高校生英語弁論大会東北地区代表選考会」優秀賞  

■視聴覚委員会 

第39回岩手県高等学校総合文化祭放送部門兼第63回NHK杯 

全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ岩手県大会 

ｱﾅｳﾝｽ部門              優良賞：全国大会へ 

朗読部門              優良賞：全国大会へ 

創作ﾗｼﾞｵﾄﾞﾗﾏ部門 『あなたに届ける音』  

最優秀賞：全国大会へ 

第16回東北高等学校ｱﾅｳﾝｽ朗読ｺﾝﾃｽﾄ  

ｱﾅｳﾝｽ部門  

朗読部門   

第63回NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ出場  

ｱﾅｳﾝｽ部門  

朗読部門   

創作ﾗｼﾞｵﾄﾞﾗﾏ部門 『あなたに届ける音』 

平成28年度高校生交通安全テレビCMコンテスト  

一般部門 視聴覚委員2年生 グランプリ 

第39回岩手県高等学校総合文化祭放送部門兼第34回岩手県高等学校放

送新人大会 

ｱﾅｳﾝｽ部門   優秀賞：全国総文祭及び東北大会へ 

入選：東北大会へ 

朗読部門   入選：東北大会へ 

第20回東北高等学校放送コンテスト   

ｱﾅｳﾝｽ部門  奨励賞   

朗読部門   


