
令和元年度部活動等状況報告 

※①～③の数字は生徒の学年を表す 

 

【運動部】 

●陸上競技 

2019春季陸上競技会 

〇男子 

  １５００ｍ   第７位 髙橋 理久② 

  ３０００ｍＳＣ 第４位 髙橋 理久② 

〇女子 

  ５０００ｍＷ  第２位 田村 花のん③ 

          第５位 北田 万智③ 

  走高跳     第３位 栃内 清花③ 

  ４×１００ｍ  第５位 春日 美月①・岩渕 里菜②・原田 未玖②・栃内 清花③ 

 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技大会 

 〇男子 

  １５００ｍ   第８位 髙橋 理久② 

  ５０００ｍ   第４位 阿部 佑真③（東北大会出場） 

  ３０００ｍＳＣ 第３位 髙橋 理久②（東北大会出場） 

 〇女子 

  ２００ｍ    第８位 原田 未玖② 

  ８００ｍ    第８位 似内 理紗② 

  ２０００ｍＳＣ 第７位 阿部 優心② 

  ５０００ｍＷ  第２位 田村 花のん③（東北大会出場） 

          第５位 北田 万智③ 

  走高跳     第５位 佐々木 莉生②（東北大会出場） 

          第６位 栃内 清花③（東北大会出場） 

  ４×１００ｍ  第５位 春日 美月①・岩渕 里菜②・栃内 清花③・畠山 瑠莉②（東北大会出場） 

 

第 74回東北高等学校陸上競技大会 

 〇男子 

  ５０００ｍ   第 25位  阿部 佑真③ 

  ３０００ｍＳＣ 第 12位  髙橋 理久② 

 〇女子 

  ５０００ｍＷ  出場   田村 花のん③ 

  走高跳     第４位  佐々木 莉生② 

          第９位  栃内 清花③ 

  ４×１００ｍ  予選５着 春日 美月①・原田 未玖②・岩渕 里菜②・畠山 瑠莉② 

 

 



 

 

2019第 71回岩手県民体育大会陸上競技大会 

 〇男子 

（２部） 

  ５０００ｍ   第１位  髙橋 理久② 

  ５０００ｍＷ  第２位  中軽米 魁星② 

  （３部） 

  １００ｍ    第１位  阿部 晴充① 

  ２００ｍ    第２位  阿部 晴充① 

  ８００ｍ    第３位  立花 大希① 

  １５００ｍ   第３位  立花 大希① 

  ３０００ｍＳＣ 第６位  小野 蒼天① 

  （４部） 

  走幅跳     第５位  大志田 翼① 

  （５部） 

４×４００ｍ  第７位  阿部晴充① 立花大希① 髙橋理久② 藤森健伸② 

   

 〇女子 

  （２部） 

  １００ｍ    第３位  畠山 瑠莉② 

          第５位  原田 未玖② 

          第７位  岩渕 里菜② 

  ２００ｍ    第５位  原田 未玖② 

          第７位  岩渕 里菜② 

  ４００ｍ    第４位  畠山 瑠莉② 

  ８００ｍ    第１位  似内 理紗② 

  ２０００ｍＳＣ 第２位  阿部 優心② 

  ５０００ｍＷ  第２位  佐々木 沙彩② 

  走高跳     第４位  佐々木 莉生② 

  （３部） 

  １００ｍ    第１位  春日 美月① 

          第４位  須藤 優羽① 

  ２００ｍ    第４位  春日 美月① 

          第５位  須藤 優羽① 

  ４００ｍ    第２位  齋藤 南美① 

  １５００ｍ   第６位  野崎 真愛① 

  ３０００ｍ   第２位  関 梨花① 

  １００ｍＨ   第１位  齋藤 南美① 

          第３位  板垣 希実① 

  ５０００ｍＷ  第１位  中館 千鶴① 

  （５部） 



  ４×１００ｍ  第３位  春日美月① 岩渕里菜② 原田未玖② 畠山瑠莉② 

  ４×４００ｍ  第３位  畠山瑠莉② 藤澤優月② 原田未玖② 似内理紗② 

 

県選手権 

 

県新人 

 〇男子 

  ２００ｍ    第８位  阿部 晴充① 

  ８００ｍ    第７位  立花 大希① 

５０００ｍ   第７位  髙橋 理久② 

３０００ｍＳＣ 第１位  髙橋 理久②（東北大会出場） 

  ５０００ｍＷ  第３位  中軽米 魁星②（東北大会出場） 

  ４×４００ｍＲ 第７位  田谷玖馬② 藤森健伸② 髙橋理久② 斎藤修吾① 

  走幅跳     第７位  高前田 涼斗② 

 〇女子 

  １００ｍ    第７位  畠山 瑠莉② 

          第８位  原田 未玖②   

２００ｍ    第４位  原田 未玖②（東北大会出場） 

２０００ｍＳＣ 第５位  阿部 優心② 

        第７位  関 梨花① 

５０００ｍＷ  第４位  佐々木 沙彩②（東北大会出場） 

        第７位  中館 千鶴① 

４×１００ｍＲ 第３位  春日美月① 畠山瑠莉② 原田未玖② 岩渕里菜②（東北大会出場） 

４×４００ｍＲ 第４位  原田未玖② 藤澤優月② 須藤優羽① 畠山瑠莉②（東北大会出場） 

走高跳     第３位  佐々木 莉生②（東北大会出場） 

三段跳     第４位  佐々木 莉生②（東北大会出場） 

七種競技    第３位  田鎖 はるか②（東北大会出場） 

 

 

東北新人 

 〇男子 

３０００ｍＳＣ 第４位   髙橋 理久② 

  ５０００ｍＷ  第２１位  中軽米 魁星② 

 〇女子 

５０００ｍＷ  第２２位  佐々木 沙彩② 

走高跳     第８位   佐々木 莉生② 

三段跳     第１２位  佐々木 莉生② 

 

 

 

 

 



全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会 

 〇男子 第６位  髙橋理久② 古舘尚登① 立花大希① 藤森健伸② 戸塚由久① 國﨑蒼太① 阿部智樹② 

 〇女子 第６位  似内理紗② 阿部優心② 阿部楓夏① 野崎真愛① 関 梨花① 

 

 

秋季陸上競技会 

 〇男子 

４００ｍ    第５位   阿部 晴充① 

    第７位   斎藤 修吾① 

８００ｍ    第２位   髙橋 理久② 

５０００ｍ   第６位   髙橋 理久② 

  ５０００ｍＷ  第３位   藤森 健伸② 

走高跳     第８位   照井 勇人① 

 〇女子 

４００ｍ    第７位   須藤 優羽① 

１００ｍＨ   第８位   板垣 希実① 

５０００ｍＷ  第２２位  中館 千鶴① 

走高跳     第１位   佐々木 莉生② 

 

 

一関・盛岡間駅伝競走大会 

 〇男子  第９位 

 

 

 

 

 

 

●新体操 

 第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

 〇女子 団体 優勝（田井 萌香③ 澤口 真由③ 藤田 麻穂③ 村松 遙② 照井 若菜② 川向 杏里②） 

        インターハイ・東北大会出場 

 〇女子 個人 優勝  村松 遥  ② インターハイ・東北大会出場 

        第２位 田井 萌香 ③ 東北大会出場 

        第４位 澤口 真由 

        第６位 照井 若菜 

 

 第 48 回東北高等学校選手権大会 

 〇女子 団体 ５位（田井 萌香③ 澤口 真由③ 村松 遙② 照井 若菜② 川向 杏里② 藤田 麻穂③）  

  〇女子 個人 村松 遥②総合 13位 種目別クラブ 6位  田井萌香③ 総合 14位 

 

令和元年度国民体育大会東北ﾌﾞﾛｯｸ大会兼第 46回東北総合体育大会体操競技新体操（福島トヨタクラ

ウンアリーナ）  2019.7.12-14 



 
団体総合  第５位 （澤口真由③・田井萌香③・村松遥②・照井若菜②・藤田麻穂③） 

団体競技  第５位 得点１１．４００  

個人競技  第６位  

フープ 第６位 澤口真由③ 得点５．８００ 

ボール 第４位 田井萌香③ 得点８．５００ 

クラブ  第６位 村松遥②  得点８．６００ 

リボン   第６位 照井若菜② 得点４．５００ 

 

 

令和元年度 全国高等学校体操競技・新体操選手権大会（鹿児島アリーナ） 2019.8．5-7 

 

団体競技 第25位 得点１４．７００ （田井萌香③・澤口真由③・村松遥②・照井若菜②・川向杏里② 藤田麻穂③ 

個人競技 第 46 位 得点    村松遥②  

種目別ボール第 44 位 得点 9.050 

クラブ第 45 位  得点 7.900 

 

 

第６７回岩手県高等学校新人大会新体操 （岩手県営体育館）  2019.11.2 

個人競技(18 人出場) 第２位 照井若菜②   得点１５．０５０ ※東北選抜大会出場 

          第４位 村松遥②   得点１１．９５０ 

           第５位 川向杏里②  得点１１．７５０ 

           第９位 千葉芽依①   得点８．３５０ 

           第１１位 武藏澪佳②   得点７．０５０ 

           第 14 位 佐々木麻衣① 得点７．０５０ 

           第１９位 中澤早苗①  得点２．１００ 

           

 

種目別クラブ  第３位 照井若菜② 得点７．９５０ 

 

種目別リボン   第２位 照井若菜② 得点７．１００ 

第３位 川向杏里② 得点５．５００ 

 

団体競技(３チーム出場) 第 1 位 得点１２．１00 ※東北選抜大会出場 

(村松遥②川向杏里②照井若菜②千葉芽依①佐々木麻衣① 武藏澪佳②) 

 

第 26 回東北高等学校新体操選抜大会（山形県総合運動公園総合体育館）  201９.11.22-24 

個人競技(18 人出場)第１8 位 照井若菜②   得点９．８５０ 

種目別クラブ 第 16 位 照井若菜② 得点６．４００ 

   リボン 第 18 位 照井若菜② 得点３．４５０ 

   

団体競技（12 チーム出場）第４位 得点１１．７５０ 

（村松遥②川向杏里②照井若菜②千葉芽依①武藏澪佳② 佐々木麻衣①） 

 

 

 



●バスケットボール 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 

 〇男子 

    ２回戦  盛岡三高 ９５ － ５７ 釜石 

    ３回戦  盛岡三高 ４３ － ８３ 黒沢尻工 

 

 〇女子  

    １回戦  盛岡三高 ９８ － ２３ 専大北上 

    ２回戦  盛岡三高 ６０ － ２７ 盛岡北 

    ３回戦  盛岡三高 ５４ － ５８ 一関修紅 

 

●バレーボール 

 〇男子 

   第１回北上市協会杯高等学校選抜バレーボール選手権大会（北上カップ） 

    予選リーグ 

         盛岡第三 ２－０ 釜石商工 

         盛岡第三 ２－０ 専大北上  ２勝０敗 予選１位 

    １位トーナメント 

    １回戦  盛岡第三 ２－０ 横手 

    準決勝  盛岡第三 ２－０ 不来方１ 

    決勝   盛岡第三 ０－２ 不来方２ 

    準優勝 優秀選手 柴内 聡一郎③ 

 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

    ２回戦  盛岡三高 ２－０ 一関一高 

    ３回戦  盛岡三高 ２－０ 盛岡北 

    準々決勝 盛岡三高 ２－０ 黒沢尻工業 

    準決勝  盛岡三高 ０－２ 盛岡南 

    代表決定戦 

         盛岡三高 ２－０ 一関修紅 

    第三位 東北大会出場 

    優秀選手 柏田 蓮星③ 

 

第 55回東北高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会兼 NHK杯大会 

    １回戦  盛岡第三 ２－０ 福島商業 

    ２回戦  盛岡第三 １－２ 仙台商業  ベスト８ 

 

   第 31回ビーチバレーボール岩手県大会 

   【山崎航平(1年)/本田響(1年)】  １２－２１ 照井/石田（黒沢尻工業） １回戦敗退 

   【岸川弘幸(2年)/鎌澤郁成(2年）】 １２－２１ 菅原/田頭（黒沢尻工業） １回戦敗退 

   【照井琢仁(2年)/高橋蓮(2年)】   ９－２１ 小原/今泉（黒沢尻工業） １回戦敗退 

   【木地谷怜旺(2年)/高橋勧正(2年)】１１－２１ 千田/高橋（黒沢尻工業） １回戦敗退 



【菅原崚平(2年)/伊五澤音碧(2年)】 

     １回戦  ２１－１２ 高橋/菅野（黒沢尻工業） 

     ２回戦  ２１－１６ 照井/石田（黒沢尻工業） 

     準決勝  ２１－１６ 千田/高橋（黒沢尻工業） 

     決勝   ２８－２０ 菊池/道下（不来方） 

     優勝 第 18回全日本ビーチバレーボールジュニア男子選手権大会出場 

 

   第 18回全日本ビーチバレーボールジュニア男子選手権大会 

   予選グループ戦 

   【菅原崚平(2年)/伊五澤音碧(2年)】 ０（ ７－２１ １７－２１）２ 坪田/小島（大阪） 

                     ０（１０－２１ １４－２１）２ 翁長/幸地（沖縄） 

                                   予選グループ戦敗退 

 

   第 72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 

    １回戦  盛岡第三 ２ － ０ 大船渡 

    ２回戦  盛岡第三 ２ － ０ 盛岡農業 

    準々決勝 盛岡第三 ２ － １ 水沢工業 

    準決勝  盛岡第三 ０ － ２ 盛岡誠桜 

    第三位 優秀選手 岸川 弘幸② 

 

   令和元年度第 26回岩手県バレーボール６人制総合選手権大会 

    １回戦  盛岡第三 ２ － ０ 盛岡 YVC 

    ２回戦  盛岡第三 ０ － ２ 岡崎建設 owls 

   ベスト８ 

 

 

 〇女子 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

１回戦  盛岡三高 ２ ― ０ 遠野緑峰 

    ２回戦  盛岡三高 ２ ― １ 専大北上 

    ３回戦  盛岡三高 １ ― ２ 大船渡   ベスト１６ 

 

   第 72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 

    １回戦  盛岡第三 ０ － ２ 高田 

 

令和元年度第 26回岩手県バレーボール６人制総合選手権大会 

    １回戦  盛岡第三 ０ － ２ ヤングクラブいわて N 

 

●卓球 

〇男子  

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

団体 １回戦 盛岡三 ３－１ 千厩 



      ２回戦 盛岡三 ３－０ 岩手 

      ３回戦 盛岡三 ０－３ 盛岡市立 ベスト 16 

      

ダブルス   鈴木②・川田② ベスト 16 

シングルス  鈴木雄大②  第 14位（東北大会出場） 

 

第 73回東北高等学校卓球選手権大会 

    シングルス 

       １回戦 鈴木雄大② ３－２ 橘（福島） 

       ２回戦 鈴木雄大② １－３ 弘前実業（青森） ２回戦敗退  

  

   第 65回岩手県高等学校新人卓球大会 

    団体 ２回戦 盛岡三 ３－０ 岩手 

       ３回戦 盛岡三 ３－１ 花巻南 

       ４回戦 盛岡三 ０－３ 花北青雲 ベスト８ 

    ダブルス  鈴木②・川田② ベスト８ 

    シングルス 鈴木雄大② 第 10位 

     

   第 43回東北高等学校選抜卓球大会県予選会 

    団体 第１位（岩手県第２代表として東北選抜大会出場）  

 

   第 45回東北卓球連盟強化合宿 鈴木雄大② 第 29位 

    

 

 〇女子 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

団体 ２回戦 盛岡三 １－３ 盛岡四 ２回戦敗退 

 

   第 65回岩手県高等学校新人卓球大会 

    団体 ２回戦 盛岡三 １－３ 北上翔南 ２回戦敗退 

 

●バドミントン 

 第 71 回岩手県高等学校総合体育大会 

 〇男子 

団体  ２回戦   盛岡三 ３－１ 西和賀 

      ３回戦   盛岡三 ３－１ 水 沢 

      準々決勝  盛岡三 ０－３ 盛岡市立   ベスト８ 

  ダブルス 

      １回戦   森田③・齋藤② ０－２ 前沢 

  シングルス 

      １回戦   森田③     ０－２ 花北青雲 

 〇女子 



  団体  １回戦   盛岡三 ０－３ 盛岡一 

  ダブルス 

      １回戦   芳本②・佐々木① ２－０ 久慈 

      ２回戦   芳本②・佐々木① ０―２ 北上翔南 

   

 

 

 

●弓道 

第 61 回岩手県弓道選手権大会 

 第１部 第４位 髙橋  新② 

 第２部 第２位 帷子 晴美③ 

 

第 71 回岩手県高等学校総合体育大会 

 〇男子 

団体（浅沼孝幸③、小倉勘生②、皆川祐亮②、川崎聖夜②、松浦倫也③、岩崎大門②、村田翔夢②） 

予選   ４０射２７中  

準々決勝 ２０射１０中（計３７射６０中） 

準決勝  ２０射１５中（計５２射８０中） ベスト８（第６位相当） 

 

 〇女子 

団体（伊藤美友希③、伊藤亜美②、佐々木愛②、長谷川晴香③、林希美③、漉磯知美③、鈴木真衣③） 

     予選４０射２１中 

  準々決勝２０射 ９中（計６０射２９中） 

     準決勝 ２０射１０中（計８０射３９中）  ベスト８（第７位相当） 

    個人  

石川 春奈②  予選 ８射３中 予選敗退 

第 11 回岩手県高等学校弓道遠的選手権大会 

〇男子 

団体 A（川崎聖夜、安部匠、小倉勘生、村田翔夢） 

    予選２４射９中 

    決勝トーナメント１回戦１２射４中 敗退 ベスト８ 

団体 B（髙橋新、岩崎大門、皆川祐亮、前田雄一郎） 

    予選２４射３中 予選敗退 

〇女子 

団体 A（伊藤亜美、石川春奈、佐藤千夏、武田恭乃） 

    予選２４射１０中 

    決勝トーナメント１回戦１２射１中 敗退 ベスト８ 

   団体 B（髙橋日果理、佐々木愛、漆眞下陽菜、土屋天実） 

    予選２４射４中 予選敗退 

 令和元年度全国高等学校弓道選抜大会第 38回岩手県予選会 

  〇男子 



   団体第 3位（小倉勘生②、川崎聖夜②、皆川祐亮②、岩崎大門②） 

  〇女子 

   団体３６射８中で予選敗退 

 

 

●空手道 

第 71 階岩手県高等学校総合体育大会 

○女子 

団体 組手 ３位 （松林 礼渚奈① 乙部 真優子③ 熊谷 菜々美③） 

個人  形 準優勝 乙部 真優子③（インターハイ、東北大会出場） 

          ５位  本田 純美 ②（東北大会出場） 

組手 ５位  乙部 真優子③（東北大会出場） 

第 41回東北高等学校空手道選手権大会 

 個人形  乙部真優子③  １回戦 5-0 

                2回戦 2-3（東北ベスト 16） 

        本田 純美②  1回線 0-5 

   個人組手 乙部真優子③  １回戦 0-2 

 

●剣道 

第 71 回岩手県高等学校総合体育大会 

 ○男子 個人戦  ベスト３２ 高橋 昂河① 

２回戦敗退 大澤 遥人②  田村 魁士①  遠藤 澪叶① 

１回戦敗退 須藤 悠介③  宇美 颯人②  飯塚  蓮①  菊池 慧哉① 

     団体戦  予選リーグ敗退（０勝２敗） 

           盛岡第三 ０－５ 一戸 

           盛岡第三 １－３ 江南義塾 

○女子 個人戦  ベスト３２ 照井 慈織① 

         ３回戦敗退 村松 芽依① 

１回戦敗退 藤村 日南花③  長岩 希子②  金田一 蘭奈① 

     団体戦  予選リーグ敗退（０勝１敗） 

           盛岡第三 ０－５ 盛岡南 

 

第 62回岩手県高等学校新人剣道大会 

○男子 個人戦  ベスト３２ 宇美 颯人② 田村 魁士① 

         ２回戦敗退 大澤 遥人② 

１回戦敗退 高橋 昂河① 

    団体戦  ベスト８  盛岡第三 ４－０  盛岡第四 

盛岡第三 ２－１ 遠野 

盛岡第三 ０－４ 福岡 

◯女子 個人戦  ベスト１６ 村松 芽依１ 金田一 蘭奈① 

ベスト３２ 長岩 希子② 照井 慈織① 

団体戦  １回戦敗退 盛岡第三 ０－５ 盛岡南 



 

 

 

●水泳 

２０１９年度岩手県選手権水泳競技大会 兼 第 74回国民体育大会岩手県代表選手選考会 

女子 １００ｍ平泳ぎ 第１位 東條 真奈③ 

   ２００ｍ平泳ぎ 第３位 東條 真奈③ 

 

高総体 

男子 １００ｍ背泳ぎ 第２位 勝山 大暉③ 

   ２００ｍ背泳ぎ 第２位 勝山 大暉③ 

   ４００ｍフリーリレー 第７位 勝山 大暉③ 小笠原 樹③ 福岡 智仁③ 吉濱 岳② 

 

女子  ５０ｍ自由形 第５位 熊谷 菜那② 

   １００ｍ自由形 第５位 熊谷 菜那② 

   １００ｍ平泳ぎ 第１位 東條 真奈③ 

   ２００ｍ平泳ぎ 第１位 東條 真奈③ 

   １００ｍバタフライ 第６位 佐藤 りん② 

   ２００ｍバタフライ 第７位 佐藤 りん② 

   ２００ｍ背泳ぎ 第８位 三尾 夏奈子③ 

   ４００ｍ個人メドレー 第６位 三尾 夏奈子③ 

   ４００ｍフリーリレー 第６位 熊谷 菜那② 佐藤 りん② 山内 梨乃② 小川 由希③ 

   ４００ｍメドレーリレー 第４位 山内 梨乃② 東條 真奈③ 佐藤 りん② 熊谷 菜那② 

   総合第４位  以上東北大会出場 

 

第 67回東北高等学校水泳競技選手権大会 

男子 １００ｍ背泳ぎ 第４位 勝山 大輝③ 

   ２００ｍ背泳ぎ 第３位 勝山 大輝③（インターハイ出場） 

女子 １００ｍ平泳ぎ 第５位 東條 真奈③（インターハイ出場） 

   ２００ｍ平泳ぎ 第４位 東條 真奈③（インターハイ出場） 

 

第 87回日本高等学校選手権水泳競技大会（インターハイ） 

男子 ２００ｍ背泳ぎ 第４６位 勝山 大輝③ 

女子 １００ｍ平泳ぎ 第３０位 東條 真奈③ 

   ２００ｍ平泳ぎ 第３３位 東條 真奈③ 

 

第 57回岩手県高等学校新人水泳競技大会 

男子 ５０ｍ自由形 第１５位 吉濱 岳② 

   １００ｍ自由形 第９位 吉濱 岳② 

女子 ５０ｍ自由形 第３位 熊谷 菜那②（東北大会出場） 

   １００ｍ自由形 第３位 熊谷 菜那②（東北大会出場） 

   １００ｍバタフライ 第３位 佐藤 りん②（東北大会出場） 



   ２００ｍバタフライ 第４位 佐藤 りん②（東北大会出場） 

   １００ｍ背泳ぎ 第５位 山内 梨乃② 

   ２００ｍ背泳ぎ 第６位 山内 梨乃② 

 

第 27回東北高等学校新人水泳競技大会 

女子 ５０ｍ自由形 第８位 熊谷 菜那② 

   １００ｍ自由形 第１２位 熊谷 菜那② 

   １００ｍバタフライ 第１８位 佐藤 りん② 

   ２００ｍバタフライ 第２２位 佐藤 りん② 

 

 

●野球 

第 66回春季東北地区高等学校野球岩手県大会盛岡地区予選 

１ 回 戦 盛岡三 ９－１ 盛岡誠桜（７回コールド） 

２ 回 戦 盛岡三 ６－２ 盛岡市立 

準 決 勝 盛岡三 ８－１ 岩  手 

決  勝 盛岡三 １－２ 盛岡大附  （盛岡地区第２代表で県大会進出） 

 

 第 66 回春季東北地区高等学校野球岩手県大会 

  １ 回 戦 盛岡三 ４－１１ 花北青雲（７回コールド） 

 

 第 101 回全国高等学校野球選手権岩手大会 

  ２ 回 戦 盛岡三 ７－０ 伊 保 内（８回コールド） 

  ３ 回 戦 盛岡三 ５－０ 大船渡東 

  ４ 回 戦 盛岡三 ４－２ 久 慈 東 

  準々決勝 盛岡三 ４－３ 一 関 工 

 

第 72回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会盛岡地区予選 

  １ 回 戦 盛岡三 ２－６ 盛岡中央 

  敗者復活戦 盛岡三 10－０ 江南義塾（６回コールド） 

盛岡三 10－３ 岩  手（７回コールド） 

  代表決定戦 盛岡三 ４－１ 盛 岡 四 

 

 第 72 回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会 

  １ 回 戦 盛岡三 ７－６ 水 沢 一 

  ２ 回 戦 盛岡三 ８－５ 久  慈 

  準々決勝 盛岡三 ２－７ 一関学院 

 

 いわて国体記念第３回１年生野球交流岩手県大会盛岡地区予選 

  １ 回 戦 盛岡三 ４－５ 盛岡市立 

 

●サッカー 



第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

  １回戦  盛岡三 ４－１ 葛巻 

  ２回戦  盛岡三 １－１ 一関二 

        PK     5-3 

   ３回戦  盛岡三 １－３ 盛岡一 

 

第 98回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会 

  １回戦  盛岡三 ０－１ 高田（延長） 

 

第 54回岩手県高等学校新人サッカー大会（男子） 

  1回戦  盛岡三 １０ー１ 大船渡東 

  2回戦  盛岡三 ０－７  専大北上 

 

●ラグビー 

７人制ラグビー岩手県予選 内陸北地区予選会 

  １回戦       盛岡三 １２－２６ 盛岡南 

  敗者復活戦     盛岡三 ２７－２８ 不来方  

 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

  １回戦       盛岡三 ８０－ ０ 黒沢尻工 

  敗者戦       盛岡三 １４－２１ 岩手 

  ＡＢブロック入替戦 盛岡三 １０－２４ 一関工 

 

 第 99 回全国高等学校ラグビーフットボール大会岩手県大会 

  ２回戦       盛岡三 １４－５７ 盛岡一 

 

 令和元年度岩手県高等学校新人大会ラグビーフットボール競技 

  B ブロック 

  １回戦       盛岡三・不来方合同  ８１－０ 盛岡南 

  決勝        盛岡三・不来方合同   ７－７ 岩手     両チーム優勝 

 

●ハンドボール 

 平成 31年度 盛岡市民体育大会 

〇男子  １回戦   盛岡三 １８―２５ 盛岡四 

〇女子  １回戦   盛岡三 １７―１９ 盛岡南 

 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 

〇男子  ２回戦   盛岡三 ２５―２９ 盛岡市立 

〇女子 １回戦   盛岡三 ２３―１６ 花巻北 

     ２回戦   盛岡三 １４―２０ 盛岡南   ベスト８ 

  特別敢闘賞 平澤あき(３年) 

 



第 12 回岩手県高等学校秋季ハンドボール大会 

〇男子 ２回戦   盛岡三 ３７－５  水沢 

    ３回戦   盛岡三 １９－１４ 一関工 

    入替戦   盛岡三 ３０－１６ 花巻農   ベスト８ 

〇女子 １回戦   盛岡三 １２－１３ 盛岡二 

    敗者戦   盛岡三 １７－８  盛岡誠桜  ベスト８ 

 

第 63 回岩手県高等学校新人大会ハンドボール競技 

〇男子 １回戦   盛岡三 １８－２９ 盛岡中央 

〇女子 １回戦   盛岡三 ２４－１０ 盛岡誠桜 

    ２回戦   盛岡三 １６－１３ 盛岡二 

    準決勝   盛岡三 １２－３０ 不来方 

    第３シード決定戦   盛岡三 ２４－２３ 盛岡南  第３位 

   優秀選手賞 吉田向日葵(２年) 

 

●ソフトテニス 

第 29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 2019岩手県予選 

〇男子 

ダブルス 

田村 駿也 ③・伊藤 夕夏③  ３回戦敗退 

田中 成樹 ②・三上 真心③  ３回戦敗退 

菊池 慎太郎③・飛澤 宗太③  ３回戦敗退 

シングルス 

伊藤 夕夏③  準々決勝敗退        ベスト８ 

田中 成樹②  ４回戦敗退         ベスト１６ 

三上 真心③  ３回戦敗退 

  〇女子 

  ダブルス 

穐元 桜菜③・佐々木 絢音③ ２回戦敗退 

盛内 歩佳②・上方 こもも③ ４回戦敗退  ベスト１６ 

シングルス 

穐元 桜菜③  ５回戦敗退        ベスト８ 

上方 こもも③ ４回戦敗退        ベスト１６ 

第 71回岩手県高等学校総合体育大会 

〇男子 

団体     ２回戦  盛岡三 ３－０ 金ケ崎 

          ３回戦  盛岡三 ０－２ 岩手       ベスト８  

   個人     田中 成樹②・三上 真心 準々決勝敗退   ベスト８（東北大会出場） 

          インターハイ決定戦 敗退 

田村  駿也③・伊藤 夕夏③ 初戦敗退 

          菊池 慎太郎③・飛澤 宗太③ 初戦敗退 

 〇女子  



   団体     １回戦  盛岡三 １－２ 一関第一  

   個人     穐元  桜菜③・佐々木 絢音③  ２回戦敗退 

盛内  歩佳②・上方 こもも③  ３回戦敗退  ベスト３２ 

惠津森 一葉②・大久保 理子①  １回戦敗退 

東北高等学校ソフトテニス選手権大会 

〇男子 

個人     田中 成樹②・三上 真心③        初戦敗退 

 第 64 回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技 

○男子 

    団体    ２回戦   盛岡三 ② - １ 一関一 

３回戦   盛岡三 ② - １ 盛岡商 

準々決勝  盛岡三 ０ - ② 黒北  ベスト８ 

個人    田中成樹②・攝待開① ３回戦敗退 ベスト３２ 

湊谷伯② ・伊東塁① １回戦敗退 

〇女子  

   団体      １回戦   盛岡三  ③ - ０  不来方 

           2回戦    盛岡三  ② - １  盛岡第二 

           3回戦   盛岡三  ② - ０  大船渡 

           準々決勝  盛岡三  １ - ②  水沢 （ベスト８） 

   個人     米澤萌和②・畠ゆきの     １回戦敗退  

盛内歩佳②・菊池さくら①   ２回戦敗退  

惠津森一葉②・大久保理子①  ３回戦敗退 ベスト３２ 

 第 51回岩手県高等学校選抜インドアソフトテニス大会兼第 45回東北高等学校選抜インドアソフトテニス大会

県予選会 

 ○男子 

   団体戦     1回戦   盛岡第三 ２－１   宮古商業 

           2回戦   盛岡第三 ０－２   盛岡工業 ベスト８ 

   個人戦     田中成樹②・攝待開①  1回戦敗退 

 ○女子 

   団体戦     1回戦   盛岡第三 ２－１   千厩 

           2回戦      盛岡第三  ０－２  一関学院  ベスト８ 

   個人戦    惠津森一葉②・大久保理子①   準々決勝敗退 ベスト８ 

 

●テニス 

第４０回岩手県ジュニアテニス選手権大会 

○男子（１８歳以下） 

シングルス 高橋 大典③          ベスト３２ 

 ○女子（１８歳以下） 

シングルス 第１位   髙橋  優実 ③ （東北大会出場） 

第３位   山根  里々花②  （東北大会出場） 

              第１１位  佐々木 恵  ③   

ベスト１６ 島田  青依 ③    



ダブルス  第１位   髙橋  優実③・山根 里々花②（東北大会出場） 

                ベスト８  佐々木 恵③・島田 青依③   

ベスト８  皆川 千紘③・平沼 舞子②   

第７１回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技 

 ○男子 

団体    １回戦    盛岡第三 ２－１ 盛岡工業 

          ２回戦    盛岡第三 ０－３ 盛岡第一  ベスト８ 

      シングルス １回戦    髙橋 大典③      敗退  

      ダブルス    髙橋 大典③・熊谷 政道③      ベスト１６  

 ○女子 

団体        ２回戦   盛岡第三 ３－０ 盛岡北 

             準決勝   盛岡第三 ２－０ 盛岡南 

             決勝    盛岡第三 １－２ 盛岡第一    (東北大会出場) 

      シングルス  第１位   髙橋 優実③           (インターハイ・東北大会出場) 

           第３位   山根 里々花②         (東北大会出場) 

           ベスト１６ 佐々木 恵③ 

           １回戦敗退 島田  青依③ 

      ダブルス    第１位   髙橋  優実③・山根 里々花①  (インターハイ・東北大会出場) 

           ベスト８  佐々木 恵③・島田 青依③ 

第６０回東北高等学校テニス選手権大会 

 ○女子 

団体        １回戦   盛岡第三 １－２ 山形東 

      シングルス  ベスト８  髙橋 優実③ 

           ベスト１６ 山根 里々花② 

      ダブルス    ベスト１６ 髙橋 優実③・山根 里々花① 

 第１４回岩手県民テニス大会（少年の部） 

 ○女子 

    シングルス  第３位   平沼 舞子② 

           ベスト８  嶋田 琴和① 

 第３６回岩手県高等学校一年生テニス選手権大会 

 ○男子 

    団体     第６位    盛岡第三Ａ（予選Ａブロック第２位、２位リーグ第３位） 

           第１２位   盛岡第三Ｂ（予選Ｂブロック第４位、４位リーグ第４位） 

    シングルス ビギナークラス ベスト８ 高橋 葵① 

 ○女子 

    団体     第４位   盛岡第三（決勝リーグ第４位） 

    シングルス ビギナークラス 第３位  嶋田 琴和① 

 第５１回岩手県高等学校新人テニス大会 

 ○男子 

    団体 メインドロー   １回戦 盛岡第三 １－４ 盛岡工業 

       ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ ２回戦 盛岡第三 ３－１ 福岡工業 

               ３回戦 盛岡第三 再戦不実施 盛岡工業  第７位 



    シングルス  ２回戦敗退 佐久山 慧① 

          １回戦敗退 小鯖 比央里① 

 ○女子 

    団体 メインドロー    ２回戦 盛岡第三 ４－１ 不来方 

                準決勝 盛岡第三 ３－２ 盛岡第一 

                決勝  盛岡第三 ０－３ 花巻北 

       ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ  ５回戦 盛岡第三 再戦不実施 盛岡第一  第２位（東北大会出場） 

    シングルス  第３位   山根 里々花② 

           ベスト１６ 平沼 舞子② 

           １回戦敗退 佐川 友梨②、嶋田 琴和① 

    ダブルス   第２位   山根 里々花②・平沼 舞子② 

           ベスト８  佐川 友梨②・嶋田 琴和① 

 第４０回東北選抜高校テニス大会 

 ○女子  

    団体 メインドロー    １回戦 盛岡第三 ０－５ 八戸西 

       ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ  １回戦 盛岡第三 ２－３ 花巻北 

令和元年度東北春季ジュニアテニス選手権大会岩手県選考会・岩手県ジュニアダブルス選手権大会 

 ○女子 

    シングルス  第２位   山根 里々花②（東北大会出場） 

           ベスト８  嶋田 琴和① 

           ベスト１６ 平沼 舞子② 

    ダブルス   ベスト８  山根 里々花②・平沼 舞子② 

 

●ボート 

第７１回盛岡市民体育大会ボート競技 

○男子 

   シングルスカル  藤澤 武士②          第３位 

            小林 爽人②          第４位 

            澤瀬  理②          予選敗退 

            永島 弦人②          予選敗退 

            竹田 瑛登②          棄権 

   ダブルスカル   本多光志郎②・木越 健太②   第１位 

            鈴木 雅人②・帷子 知輝②   第３位 

   舵手付きクォドルプル 

           有馬  葵①・村上 賢吾③・須藤 穂高③・細越  怜③・横田  涼③ 第１位 

○女子 

   シングルスカル  齊藤 愛乃②           第３位 

            白根  咲②           第４位 

   ダブルスカル   八重樫 鈴音③・五日市 愛怜子② 第１位 

            鎌田 帆南②・小澤 幸紀②    第２位 

   舵手付きクォドルプル 

            齊藤 羽那③・山生  楓②・川村 萌花②・櫻田加奈子②・岩泉ひかる② 第２位 



 

第７１回岩手県高等学校総合体育大会ボート競技 

○男子 総合第３位 

   シングルスカル  藤澤 武士②          敗者復活戦敗退 

            小林 爽人②          敗者復活戦敗退 

            澤瀬  理②          敗者復活戦敗退 

            永島 弦人②          敗者復活戦敗退 

            竹田 瑛登②          棄権 

   ダブルスカル   本多光志郎②・木越 健太②   敗者復活戦敗退 

            鈴木 雅人②・帷子 知輝②   敗者復活戦敗退 

  舵手付きクォドルプル 

           有馬  葵①・村上 賢吾③・須藤 穂高③・細越  怜③・横田  涼③ 

第２位（東北大会出場） 

 ○女子 総合第２位 

  シングルスカル  齊藤 愛乃②         第２位（東北大会出場） 

           白根  咲②         第４位 

  ダブルスカル   八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 第１位（インターハイ・東北大会出場） 

           鎌田 帆南②・小澤 幸紀②  第３位 

  舵手付きクォドルプル 

           齊藤 羽那③・山生  楓②・川村 萌花②・櫻田加奈子②・岩泉ひかる② 第３位 

 

第４５回東北高等学校ボート選手権大会 

○男子 

  舵手付きクォドルプル 

           有馬  葵①・村上 賢吾③・須藤 穂高③・細越  怜③・横田  涼③ 

敗者復活戦敗退 

 ○女子 

  シングルスカル  齊藤 愛乃②         敗者復活戦敗退 

  ダブルスカル   八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 第２位 

 

第７１回岩手県民体育大会ボート競技 

 少年女子ダブルスカル 八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 第１位 

 

第４６回東北総合体育大会ボート競技 

 少年女子ダブルスカル 八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 第２位（国体出場） 

 

令和元年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会 

第６７回全日本高等学校選手権競漕大会 

 少年女子ダブルスカル 八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 準決勝進出（ベスト１６） 

 

第５１回岩手県高等学校新人ボート大会 

○男子  



  シングルスカル    本多光志郎②        第３位 

             木越 健太②        第２位（東北選抜出場） 

  ダブルスカル     藤澤 武士②・鈴木 雅人② 敗者復活戦敗退 

             帷子 知輝②・有馬  葵① 敗者復活戦敗退 

  舵手付きクォドルプル 土橋 凌介①・小林 爽人②・永島 弦人②・上野敬太郎①・澤瀬  理② 

                           敗者復活戦敗退 

 ○女子 総合第１位 

  シングルスカル    五日市愛怜子②       第１位（東北選抜出場） 

             中川 美穂①        第３位 

  ダブルスカル     鎌田 帆南②・小澤 幸紀② 第１位（東北選抜出場） 

             齊藤 愛乃②・白根  咲② 第３位 

  舵手付きクォドルプル 岩田  舞①・山生  楓②・川村 萌花②・櫻田加奈子②・岩泉ひかる② 

                           第２位（東北選抜出場） 

 

第７４回国民体育大会ボート競技 

 少年女子ダブルスカル 八重樫鈴音③・五日市愛怜子② 第５位 

 

第３４回東北高等学校選抜ボート大会（１０月１８日～２０日） 

○男子 

  シングルスカル    木越 健太②        敗者復活戦敗退 

 ○女子 

  シングルスカル    五日市愛怜子②       第１位（全国選抜出場） 

  ダブルスカル     鎌田 帆南②・小澤 幸紀② 第２位（全国選抜出場） 

  舵手付きクォドルプル 岩田  舞①・山生  楓②・川村 萌花②・櫻田加奈子②・岩泉ひかる② 

                           第３位（全国選抜出場） 

 

第３１回全国高等学校選抜ボート大会（令和２年３月２０日～２２日） 

 ○女子 

  シングルスカル    五日市愛怜子②        

  ダブルスカル     鎌田 帆南②・小澤 幸紀②  

  舵手付きクォドルプル 岩田  舞①・山生  楓②・川村 萌花②・櫻田加奈子②・岩泉ひかる② 

                            

 

●吹奏楽 

第 28回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト北東北大会 高校生の部 

金賞 小笠原 くるみ②（東北大会出場） 

金賞 佐藤  凜々子②（東北大会出場） 

令和元年度全日本吹奏楽コンクール盛岡支部大会 金賞（代表） 

全日本吹奏楽コンクール第５７回岩手県大会 金賞（代表） 

全日本吹奏楽コンクール第６２回東北大会 銅賞 

令和元年度全日本アンサンブルコンテスト盛岡支部大会 

 サクソフォーン４重奏 金賞（代表）  



 クラリネット７重奏 金賞 

 フルート３重奏 銀賞 

全日本アンサンブルコンテスト第４０回岩手県大会 

 サクソフォーン４重奏 

 

●文芸 

第 26回都留市ふれあい全国大会高校生・大学生部門 

正木ゆう子選 入選    笠井太郎③ 

第 61回啄木祭全国俳句大会高校生の部 

  馬場吉彦選  特選（地） 及川亜美③ 

         秀逸    鈴木倫華②・帷子結海③・國﨑萌子③ 

         佳作    國﨑萌子③・阿部理恵③・西山綾乃② 

  白濱一羊選  特選（人） 國﨑萌子③ 

         秀逸    國﨑萌子③・阿部理恵③ 

         佳作    鈴木倫華②・帷子結海③・西山綾乃②・及川亜美③ 

  五日市明子選 特選（天） 國﨑萌子③ 

         秀逸    西山綾乃② 

         佳作    帷子結海③・國﨑萌子③・山崎駿介②・及川亜美③ 

第 43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文）文芸部門 

  参加           帷子結海③ 

第 14回全国高校生短歌大会（短歌甲子園 2019） 

  ベスト８・審査員特別賞  盛岡第三（鈴木倫華②・瀬川仁志①・西山綾乃②・柳澤麗奈②） 

 第 9回牧水・短歌甲子園 

１次リーグ敗退      盛岡第三（帷子結海③・國﨑萌子③・及川亜美③） 

俵万智賞         國﨑萌子③ 

大口玲子賞        及川亜美③ 

 第 4回高校生万葉短歌バトル in高岡 

  優秀賞          盛岡第三（一戸玖瑠美①・三浦麻名①・山崎駿介②） 

令和元年度岩手県高校生文芸コンクール 

［詩部門］   入選    帷子結海③・西山綾乃② 

［戯曲部門］  優良賞   國﨑萌子③ 

［短歌部門］  最優秀賞  帷子結海③ 

優良賞   國﨑萌子③ 

入選    阿部理恵・③鈴木陽・③西山綾乃②・船津拓郎②・渡辺香桜① 

［俳句部門］  優良賞   帷子結海③・西山綾乃② 

         入選    鈴木陽③・鈴木倫華② 

［随筆部門］  優秀賞   三浦麻名① 

優良賞   一戸玖瑠美① 

入選    及川亜美③・内川りん① 

［小説部門］  最優秀賞  國﨑萌子③ 

         優秀賞   笠井太郎③・及川亜美③ 

         優良賞   山崎駿介②・帷子結海③・西山綾乃② 



［文芸部誌部門］優秀賞 

 俳人協会第 58回全国俳句大会 

［ジュニアの部］佳作    渡辺香桜①・國﨑萌子③・北田かのん③ 

第 34回全国高等学校文芸コンクール 

［詩部門］   優秀賞   及川亜美③ 

［俳句部門］  入選    鈴木陽③ 

［小説部門］  優秀賞   國﨑萌子③ 

         優良賞   帷子結海③ 

［文芸部誌部門］優良賞 

第１０回 文芸誌甲子園（富士正晴全国高等学校文芸誌賞 

［全国高校生文学賞］優秀賞  帷子結海③ 

 

  

●写真 

岩手日報社主催 第２８回高校生フォトコンテスト（令和元年６月７日（金）岩手日報掲載） 

  ３席                           對馬 暉一郎① 「Ｍｙ ｂｒoｔｈeｒ」 

  選外(「喜怒哀楽」コーナー掲載) 岩崎 圭汰  ① 「憧れ」 

 岩手県高等学校文化連盟写真専門部主催 令和元年度 夏季写真コンテスト 

  入賞              對馬 暉一郎① 「ちょっと待ってね」 

  入賞              小林 愛佳  ③ 「ベテラン」 

  佳作              渡辺 香桜 ① 「Ｒｕｎ」 

  佳作              関  璃亜 ③ 「この一矢に定むべし」 

 第４２回岩手県高等学校総合文化祭写真部門・第３８回岩手県高校写真展 

  優良賞             横田 一夏 ② 「青の中」 

  優良賞             伊五澤 櫻 ① 「真剣な眼差し」 

  入選              岡本 真結 ② 「勝負」 

  入選              今野 鳳人 ② 「勝利の咆哮」 

  入選              昆 奈緒美 ① 「無垢な瞳」 

 富士フイルム株式会社・隔月刊『風景写真』主催 第１５回美しい風景写真１００人展学生部門 
 （令和２年１月 フジフイルムフォトサロンほかで巡回展・隔月刊『風景写真』2020年 1－2月号特別付録掲載） 

  出展（上位２０位以内相当）   佐藤 かりん② 「日を呑む海」 

 岩手県高等学校文化連盟写真専門部主催 令和元年度 スライドフォトコンテスト 

  入選              伊五澤 櫻 ① 「ＳＵＮＳＥＴ」 

  入選              岡本 真結 ② 「今日も完璧」 

 

 

●演劇 

令和元年度高校生セミナーサポート事業演劇部門 

創作脚本部門 ベロ・シモンズ賞 佐々木 海音② 

 第 73 回県北・北盛岡地区高等学校演劇研究発表会 

  優秀賞 「主にりんごのせい」（生徒創作・佐藤七花作） 

  舞台美術賞  俳優賞 髙嶋真里衣② 

 第 42 回県高校総合文化祭演劇部門・第 45回県高校演劇発表大会 

  優秀賞 「主にりんごのせい」（生徒創作・佐藤七花作） 

 

●視聴覚委員会 

 第４２回岩手県高等学校総合文化祭放送部門兼第６６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  髙林  真佑③ 



  朗読部門    優良賞  繁田 莉里子② 

  ラジオドキュメント部門 優秀賞 『おでってくなんせ。』 

（細谷 理功  工藤 才佳  繁田 莉里子） 

                      （以上 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会出場） 

  テレビドキュメント部門 入選 『ＤＯＵＢＴ』 

 

 第６６回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 

アナウンス部門 髙林 真佑③ 準々決勝 

朗読部門    繁田 莉里子② 準々決勝 

ラジオドキュメント部門 『おでってくなんせ。』（細谷理功 工藤才佳 繁田莉里子） 準々決勝 

 

第３７回岩手県高等学校放送新人大会 

 アナウンス部門 優良賞 工藤 才佳② 

         入 選 中島 颯花② 

 朗読部門    優良賞 繁田 莉里子② 

         優良賞 佐藤 かりん② （以上 第２３回東北高等学校放送コンテスト出場） 

 ビデオメッセージ部門 最優秀賞 『賢治先生の魂と生きる』 

                     （第 44 回全国高等学校総合文化祭「2020 こうち総文」出場） 

 

 

●書道部 

 第 17回岩手県高等学校書道作品コンクール 

  岩手県教育長賞 舘澤 智子③ 

  奨励賞     北方 美緒③ 欠端 友唯③ 中島 颯花② 

 第 15 回岩手日報高校書展 

  日報大賞    舘澤 智子③ 

  優秀賞     田頭 真愛③ 新田 桜子③ 新里 明莉③  

  秀逸賞     中森 理子③ 北方 美緒③ 

  入選      三浦莉紗子③ 三島 奈緒③ 高橋 真子③ 内藤  夢③ 欠端 友唯③ 

          山本 紫乃③        

    米澤 遥香② 中島 颯花② 長瀬あかり② 工藤 才佳② 鈴木 温子② 

 第 20 回高校生国際美術展（書部門） 

  奨励賞     新田 桜子③ 

  佳作      舘澤 智子③ 田頭 真愛③ 三浦莉紗子③ 

 第 28 回国際高校生選抜書展 

  優秀賞     新田 桜子③ 

  入選      舘澤 智子③ 北方 美緒③ 欠端 友唯③ 田頭 真愛③ 

  団体      東北地区 優秀賞 

 第 42 回岩手県高等学校総合文化祭書道部門・第 54回岩手県高等学校総合文化祭書道部門 

  入選      欠端 友唯③ 北方 美緒③ 舘澤 智子③ 田頭 真愛③ 中森 理子③ 

          新田 桜子③ 内藤 夢③ 戸田 奈菜子② 中島 颯花② 長瀬あかり②  

米澤 遥香② 



 

●囲碁将棋部 

第３８回岩手県高等学校文化連盟将棋新人大会 

  男子個人戦Ｂ級 第３位 淋代篤司② 

  男子団体戦Ｂ級 第３位 中條椋我② 小澤陽太② 細田 真① 

 

●空手道 

第 36回県高等学校新人大会 

 女子団体形 第３位 

 女子個人形 第７位 本田 純美 

 

●美術部 

 第４２回岩手県高等学校総合文化祭 美術工芸展 

  特賞 礒部  理世② 「終電、のち...」 令和２年度全国高総文祭出品 

     佐々木  愛③ 「白痴の王」 

  入選 阿部   栞③ 「曇雲」      星野  彩③ 「底」   

大坊  咲葵② 「道草」      伊五澤 櫻① 「青と桜」  

上村  優衣① 「切り株」     大瀧 千尋① 「538.2」 

     久道 菜々子① 「菜の花」 

 

●ＳＲＨ 

 第１１回坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト（高校部門） 

  入賞  ３年理数探究コース数学１班 

  佳作  ３年理数探究コース物理２班 

      ３年理数探究コース数学２班 

      ３年理数探究コース数学３班 

  奨励賞 ３年理数探究コース生物１班 

 

 第６３回日本学生科学賞 

  優秀賞 ３年理数探究コース生物２班 


