
 

 ●第 68回岩手県高等学校総合体育大会  

  陸上競技 （入賞のみ） 

  ○男子  

１５００ｍ    第２位 大山 一樹③              （東北大会出場） 

     三段跳      第６位 金井  琳③              （東北大会出場） 

   ○女子  

     走高跳      第５位 葛巻 美波②              （東北大会出場） 

     走幅跳      第６位 高橋 三冬③              （東北大会出場） 

     やり投      第６位 黒澤 果令②              （東北大会出場） 

体操 

○個人総合（東北大会出場） 

   第１位 小田嶋萌生③                 （インターハイ・東北大会出場） 

第２位 柳田ほたる①                        （東北大会出場） 

第３位 藤田 日和②                        （東北大会出場） 

第４位 齊藤 陽菜③  

 ○種目別クラブ 

    第１位 小田嶋萌生  第２位 柳田ほたる  第３位 齊藤 陽菜 

   ○種目別リボン 

    第１位 柳田ほたる  第２位 小田嶋萌生  第３位 藤田 日和 

   ○団体 

    第１位  （小田嶋・柳田・藤田・齊藤・小川①）    （インターハイ・東北大会出場） 

   ※優秀選手賞  小田嶋萌生 

   ※東北高等学校選手権大会 

    団体  優勝（県勢初） 

 

水泳 

○男子 

 団体 400ｍメドレーリレー 第３位  今野③、斉藤③、上澤田②、関田① （東北大会出場） 

 800ｍリレー     第４位  斉藤③、髙嶋②、田中①、遠藤① 

400ｍリレー     第６位  今野③、斉藤③、上澤田②、関田①    

    個人 100ｍ平泳ぎ    第１位 斉藤 聖隆③  ※大会新記録    （東北大会出場） 

       200ｍ平泳ぎ    第１位 斉藤 聖隆③  ※大会新記録    （東北大会出場） 

       200ｍ背泳ぎ    第４位 今野 隆哉③ 

       200ｍ自由形    第４位 上澤田宇宙② 

      1500ｍ自由形     第４位 髙嶋龍太郎② 

       400ｍ自由形    第７位 髙嶋龍太郎② 

   ○女子 

    個人 100ｍバタフライ   第２位 川崎誌永里②            （東北大会出場） 

       100ｍ背泳ぎ     第３位 村上 碧依①            （東北大会出場） 

       200ｍ背泳ぎ     第３位 村上 碧依①            （東北大会出場） 

       100ｍバタフライ   第３位 川崎誌永里②            （東北大会出場） 

       200ｍ個人メドレー 第４位 嶋田 見月① 

 

 

 

 



バスケットボール 

○男子 

   ３回戦  盛岡三 １０９－２３ 盛岡北   ４回戦  盛岡三  ８３－６４ 一関一 

   準々決勝 盛岡三  ７５－７８ 盛岡工    ベスト８ 

   

○女子  

   ３回戦  盛岡三 １１４－３６ 大船渡東  ４回戦  盛岡三  ９７－４８ 一関一 

   準々決勝 盛岡三  ５０－５５ 福岡     ベスト８ 

バレーボール 

○男子 

   ２回戦  盛岡三  ２－０ 久慈    ３回戦  盛岡三  ２－０ 盛岡農 

   準々決勝 盛岡三  ０－２ 盛岡南    ベスト８   ※優秀選手 谷地 祥綺③ 

○女子 

   ２回戦  盛岡三  ２－０ 西和賀   ３回戦  盛岡三  ２－０ 久慈 

   準々決勝 盛岡三  ０－２ 一関修紅   ベスト８   ※優秀選手 伊藤 真子③ 

卓球 

○男子 

団体 １回戦 盛岡三 ２－３ 沼宮内 

個人 シングルス１回戦敗退 

○女子 

団体 １回戦 盛岡三 ３－１ 一関修紅 

       ２回戦 盛岡三 ３－０ 水沢 

バドミントン 

○男子 

   団体 ２回戦 盛岡三 ３－２ 盛岡北 

      ３回戦 盛岡三 ０－３ 花北青雲     ベスト１６ 

   個人 ダブルス１回戦敗退  シングルス２回戦敗退 

○女子 

    団体 ２回戦  盛岡三 ３－０ 盛岡北 

       ３回戦  盛岡三 ３－２ 水沢第一  

       準々決勝 盛岡三 ２－３ 一関第二     ベスト８ 

    個人 ダブルス  佐藤紫珠乃③・渡邊美穂③    ベスト８ 

    個人 シングルス 渡邊美穂  ベスト16 

 弓道 

○男子 

    団体 決勝リーグ（菊地③・梅野②・帷子②・勝又③・遠藤③） １勝２敗   第３位 

    個人 予選不通過 

   ○女子 

    団体（米田③・高橋③・船越③・藤村③・鈴木③）   ベスト16 

    個人 予選不通過 

柔道 

団体 （盛岡商との合同チーム）予選リーグ２敗 

個人 73kg級 久坂悠太郎② ２回戦敗退 

 

 

 

 

 



剣道 

○男子 

団体 予選リーグ 盛岡三 ○－× 葛巻 

盛岡三 ×－○ 花巻南  予選敗退 

個人 ２回戦敗退 

○女子 

団体 予選リーグ 盛岡三 ×－○ 盛岡市立 

盛岡三 ○－× 金ケ崎  予選敗退 

個人 ３回戦敗退   

サッカー 

   １回戦   盛岡三 ４－０ 久慈東 

    ２回戦   盛岡三 ４－０ 大東 

    ３回戦   盛岡三 ３－１ 花巻東（延長） 

準々決勝  盛岡三 ０－３ 盛岡中央     ベスト８ 

ラグビー 

    Ｂブロック ２回戦 盛岡三 ３９－１０ 水沢・水沢工合同 

          決 勝 盛岡三 ５６－ ０ 盛岡一     Ａ２ブロック昇格 

ハンドボール 

○男子 

   １回戦  盛岡三 ２４－２９ 盛岡四 

  ○女子 

   1回戦  盛岡三 １３－３１ 不来方 

ソフトテニス 

○男子 

団体 １回戦  盛岡三 ３－０ 千厩 

      ２回戦  盛岡三 ２－０ 久慈 

      ３回戦  盛岡三 ２－０ 宮古商 

      準々決勝 盛岡三 ０－２ 盛岡工      ベスト８ 

   個人                      ベスト16 

  ○女子 

団体 １回戦 盛岡三 ３－０ 盛岡中央 

２回戦 盛岡三 ２－０ 大迫 

       ３回戦 盛岡三 ０－２ 金ヶ崎       ベスト16 

個人 １回戦敗退 

テニス 

   ○男子 

     団体  ２回戦 盛岡三  ３－０ 花巻北 

         準決勝 盛岡三  ３－０ 盛岡工 

         決 勝 盛岡三  ０－２ 岩手        第２位    （東北大会出場） 

     個人 シングルス     ベスト８ 

     個人 ダブルス  福士 海渡③・藤原 大希③  準決勝敗退  第３位 （東北大会出場） 

 ○女子 

     団体  ２回戦 盛岡第三 ３－０ 花巻北 

         準決勝 盛岡第三 １－２ 白百合       第３位 

     個人 シングルス 吉水 春菜②  準々決勝敗退     ベスト８   （東北大会出場） 

     個人 ダブルス  城内佳奈江③・関 亜矢香② 準々決勝敗退  ベスト８ 

              佐々木眞子③・長井 芽衣③ 準々決勝敗退  ベスト８ 

              佐久山 希③・野原 唯③  1回戦敗退 

 



ボート 

   ○男子 

シングルスカル 岩崎竜士②  佐々木海②  杣澤周平②   準決勝敗退 

    ダブルスカル  三上 剛②・塩倉恒聖③  第３位          （東北大会出場） 

後藤直人③・高橋春臣③  準決勝敗退 

            齊藤悠斗②・藤岡雄大②  準決勝敗退 

    舵手付きクォドルプル  

            堀江森③・今井佑大③・高田悠太郎③・齊藤諒人③・鎌田太郎③ 第４位  

○女子 

シングルスカル  菊池真乃② 兼田倖帆②  準決勝敗退 

舵手付きクォドルプル         

             金崎琴音①・鱒沢萌衣③・照井綾香②・岡本夏佳②・齊藤綾乃② 

                                 第２位 （東北大会出場） 

空手道 

   ○男子 

    個人組手   飛田 龍② ２回戦敗退 ベスト16 

   ○女子 

個人組手   格矢夏紀① ２回戦敗退 ベスト16 

 

 

 

  囲碁将棋部 

○第38回岩手県高等学校将棋大会 

 個人 B級４位 ２年菊池 智 

   

視聴覚委員会 

○ 第63回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト岩手県大会 

    ・テレビドキュメント部門 『光陰札の如し』 優秀賞  

   


