
令和３年度部活動等状況報告（6月末までの記録） 

※①～③の数字は生徒の学年を表す 

 

【運動部】 

●陸上競技 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会 
【男子】 
 走高跳  第２位 照井 勇人 ③ 
200ｍ  第３位 阿部 晴充 ③ 

 400ｍ  第３位 岩渕宗一郎 ③ 
 5000W  第３位 工藤 直穀 ②  
 1600R  第３位 前川②岩渕③斎藤③阿部③ 
 800ｍ  第５位 斎藤 修吾 ③  
 400R   第５位 石井②大志田③岩渕③阿部③ 
 砲丸投  第６位 小倉 直浩 ②  

【女子】 
 400ｍ   第２位 須藤 優羽 ③ 
 1600ｍR  第３位 川原②須藤③長岡②大竹② 
 400H    第６位 長岡 雪乃②  
 砲丸投   第６位 吉田 真優①  

 第 76回東北高等学校陸上競技大会 

【男子】 
 200ｍ  準決勝敗退  阿部 晴充 ③  
 400ｍ  準決勝敗退  岩渕宗一郎 ③   
800ｍ  準決勝敗退  斎藤 修吾 ③  
400R   予選敗退   吉田①大志田③磯邊②石井②  
1600R  準決勝敗退  岩渕③阿部③前川②斎藤③  

 5000W  失格     工藤 直穀 ②  
 走高跳  第 10位    照井 勇人 ③   
 砲丸投  第 26位    小倉 直浩 ②  

【女子】 
 400ｍ  第６位    須藤 優羽 ③ インターハイ出場 
400H   予選敗退   長岡 雪乃② 

 1600ｍR 準決勝敗退  大竹②須藤③菅原②川原② 
 砲丸投  第 28位    吉田 真優①  

 

 

●バスケットボール 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 

【男子】 

２回戦 盛岡三 １２８－５８ 前沢・岩谷堂 

３回戦 盛岡三 ９５－６６ 黒沢尻北 

４回戦 盛岡三 ６８－９４ 黒沢尻工業 ベスト１６ 

【女子】 

２回戦 盛岡三 ７３－６７ 水沢一 

３回戦 盛岡三 ７３－５５ 宮古 

準々決勝 盛岡三 ７９－７６ 一関学院 

準決勝 盛岡三 ４８－６６ 盛岡市立 第３位 

優秀選手 藤田あい 



 

 

●バレーボール 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 

【男子】 

２回戦  盛岡三 ２－０ 花北青雲 

３回戦      ２－０ 盛岡商業 

準々決勝     ０－２ 花巻東  ベスト８ 

大会優秀選手 本田 響 

【女子】 

 令和３年度盛岡市民大会 

 日時 2021年 4月 22日～23日 

 場所 盛岡体育館 

 結果 予選グループリーグ 

盛岡第三 １－２ 盛岡第四 

    盛岡第三 ２－０ 盛岡第一 

    順位決定トーナメント 

    盛岡第三 ２－０ 白百合 

    盛岡第三 ２－０ 盛岡第一 

 

 令和３年度高総体 

 日時 2021年 5月 27日～31日 

 場所 花巻市総合体育館 

 結果 ベスト 8 

    盛岡第三 ２－０ 岩手女子 

    盛岡第三 ２－０ 金ケ崎 

    盛岡第三 ０－２ 盛岡市立 

    優秀選手賞 伊藤成美 

 

●卓球 

【男子】 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技 

学校対抗 

２回戦 盛岡第三３－１水沢工業 

３回戦 盛岡第三３－０盛岡工業 

４回戦 盛岡第三３－０一関第二 

決勝リーグ１回戦 盛岡第三０－３専大北上 

決勝リーグ２回戦 盛岡第三０－３軽米 

決勝リーグ３回戦 盛岡第三１－３盛岡市立 

最終順位 第４位 

シングルス 

川田隼也② 棄権 



畠山彰太② ４回戦敗退（ベスト１６） 

佐藤晴澄② ３回戦敗退 

佐藤凜征③ ３回戦敗退 

【女子】 

学校対抗 

２回戦 盛岡第三３－１軽米 

３回戦 盛岡第三０－３宮古商工 

シングルス 

岩崎文菜② ２回戦敗退 

 

●ソフトテニス 

【男子】 

 第 31 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 2021（ダブルス・シング

ルス）予選会 

ダブルス 

木村一護③・伊東 塁③  1回戦敗退 

杉山智昂①・柴内 洸③  2回戦敗退 

攝待新太②・攝待 開③  4回戦敗退（ベスト 16） 

髙橋大晴③・畠山悠李   4回戦敗退（ベスト 16） 

シングルス 

攝待 開③        1回戦敗退 

髙橋大晴③        1回戦敗退 

攝待新太②        2回戦敗退 

畠山悠李③        3回戦敗退 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 

個人戦 

攝待新太②・攝待 開③  1回戦敗退 

木村一護③・伊東 塁③  1回戦敗退 

杉山智昂①・柴内 洸③  3回戦敗退 

髙橋大晴③・畠山悠李③  3回戦敗退 

団体戦 

盛岡第三 ②-１ 一関第一 

盛岡第三 ②-０ 高田 

盛岡第三 １-② 黒沢尻工 （ベスト 8） 

 

【女子】 

 第 31 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 2021（ダブルス・シング

ルス）予選会 

ダブルス  

岡希③・福地柚季菜③   2回戦敗退 

岩澤柚奈②・佐々木萌②  2回戦敗退 

伊東希雪②・菊池さくら③ 3回戦敗退 



大吹空②・大久保理子③  4回戦敗退（ベスト 16） 

シングルス 

岡希③    2回戦敗退 

大久保理子③ 4回戦敗退（ベスト 16） 

大吹空②   4回戦敗退（ベスト 16） 

 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 

個人戦 

岡希③・福地柚季菜③    3回戦敗退 ベスト 32 

岩澤柚奈②・佐々木萌②   1回戦敗退  

伊東希雪②・菊池さくら③  3回戦敗退 ベスト 32 

大吹空②・大久保理子③   4回戦敗退 ベスト 16（岩手県ソフトテニス連盟ランキング 9位） 

 

団体戦 

盛岡第三 ③–０ 一関第一 

盛岡第三 ０-２ 久慈  ベスト 16 

 

●剣道 

 第 73回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技 

 ◎男子 

団体戦 予選リーグ敗退 

    盛岡三 ３－０ 遠野  

    盛岡三 ２－３ 江南義塾 

   個人戦 

  ４回戦敗退 田村魁士③   

  ３回戦敗退 高橋昂我③ 

  ３回戦敗退 遠藤澪斗③ 

  ２回戦敗退 菊池慧哉③ 

  ２回戦敗退 篠畑大樹② 

  １回戦敗退 飯塚 蓮③ 

  １回戦敗退 湊  春② 

  １回戦敗退 柳村 響② 

 ◎女子 

団体戦 第３位 

予選リーグ 

    盛岡三 ５－０ 遠野 

    盛岡三 ５－０ 黒北 

   １回戦 盛岡三 １－０ 北上翔南 

    決勝リーグ 

    盛岡三 １－１ 白百合 

    盛岡三 １－２ 花巻南 

    盛岡三 １－３ 福岡 



 個人戦 

 ４回戦敗退 金田一蘭奈③ 

 ４回戦敗退 長岩莉子②  

 ３回戦敗退 照井慈織③ 

 ３回戦敗退 村松和花菜① 

 ３回戦敗退 木村彩瑚① 

 ２回戦敗退 村松芽依③ 

 ２回戦敗退 佐々木梨乃② 

 ２回戦敗退 小原結実② 

 １回戦敗退 中村 雛① 

 

令和３年度全国選抜大会岩手県予選会 

◎男子 団体戦 

 １回戦 盛岡三 ２－３ 花巻南 

 

 

●サッカー 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会 

２回戦 盛岡第三 ３－０ 盛岡農業 

３回戦 盛岡第三 １－２ 盛岡北  ベスト１６ 

 

●水泳 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会 

河田友羽生（２－１） 

  １００ｍバタフライ 予選敗退 

  ２００ｍバタフライ 予選敗退 

村山陽珂（２－１） 

 ５０ｍ自由形 予選敗退 

廣田白馬（１－６） 

  ５０ｍ自由形 予選敗退 

  ５０ｍ背泳ぎ 予選敗退 

去石真成（１－６） 

 ５０ｍ自由形 予選敗退 

  ５０ｍ平泳ぎ 予選敗退 

 

●弓道 

〇第 62回岩手県弓道選手権大会 

 ２部（高校女子）第 4位 吉田鈴③ 

〇第 73回盛岡市民体育大会弓道競技 

 第 3位女子 Gチーム第 3位（鎌田有希奈②、滝沢美空②、菅原咲花②） 

 

 



●ボート 

第７３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 

 ダブルスカル      

  土橋凌介③・有馬葵③  第２位  

  千葉遥登②・太野佑耶② 敗者復活戦敗退 

 シングルスカル 

  第４位 福田新大②                            

◎女子 総合第１位 

 ダブルスカル      

  岩田舞③・中川美穂③  第２位  

 舵手付クォドルプル  

  泉怜那②・高松久琉美②・岩﨑由奈②・三浦佳歩②・伊藤聖華② 第１位 （インターハイ出場） 

 

●新体操 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会  

 団体 第２位 

 個人総合 第４位 千葉芽依(3-1) 

      第５位 井上遥(1-3) 

      第６位 高見唯稟(2-2) 

 個人種目別フープ 第２位 千葉芽依(3-1) 

      リボン 第３位 阿部未悠(2-2) 

 

 

 

●ラグビー 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会ラグビー競技 令和 3年 5月 20日～23日 八幡平市ラグビー場 

Bブロック 

一回戦 不戦勝（岩手高校棄権のため） 

二回戦 盛岡合同（盛三・盛北）０－４１宮古合同（宮古、宮古商工） 

 

 

●ハンドボール 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 令和 3年 5月 21日～23日 花巻市総合体育館 

男子  

１回戦 盛岡第三 35-14 花巻農業 

２回戦 盛岡第三 23-36 不来方 

女子 

２回戦 盛岡第三 39-10 盛岡誠桜 

準決勝 盛岡第三 16-31 不来方   

女子 3位入賞 優秀選手賞 髙橋 佳苗 

 



●バドミントン 

第７３回岩手県高等学校総合体育大会バドミントン競技 

団体戦 男子 ２回戦 盛岡第三 ２－３ 岩谷堂 

    女子 ２回戦 盛岡第三 ３－０ 盛岡農業 

       ３回戦 盛岡第三 ０－３ 盛岡第一 

 

個人戦 女子 ダブルス １回戦 佐々木遥奈③・吉田栞凪③ ２－１ 釜石高校 

            ２回戦 佐々木遥奈③・吉田栞凪③ ２－１ 久慈高校 

            ３回戦 佐々木遥奈③・吉田栞凪③ ０－２ 花北青雲 

       シングルス１回戦 佐々木遥奈③ ２－０ 前沢 

            ２回戦 佐々木遥奈③ ２－０ 釜石商工 

            ３回戦 佐々木遥奈③ ０－２ 花北青雲 

 

第６６回岩手県種目別バドミントン選手権大会 

個人戦 ダブルス 男子 １回戦 阿部洸也②・清水駿平②  ０－２ 専大北上 

            ２回戦 上野健祐②・早野竜之介② ０－２ 黒北 

         女子 １回戦 土井愛弥香②・大坪澄佳① ２－１ 水沢第一 

            ２回戦 瀬浪香葉②・赤坂和奏①  ０－２ 北上翔南 

                土井愛弥香②・大坪澄佳① ０－２ 東朋中・厨川中 

   シングルス 男子 １回戦 澁谷信孝② ０－２ 釜石商工 

            ２回戦 伊藤壮春② ２－０ 水沢商業 

            ３回戦 伊藤壮春② ０－２ 前沢 

         女子 １回戦 永沼遥々② ０－２ 大船渡 

            ２回戦 田村千里② ０－２ 盛岡市立 

 

●テニス 

2021年度第 42回岩手県ジュニアテニス選手権大会（全日本ジュニアテニス選手権大会岩手県予選会） 

令和 3年 5月 28日～30日 盛岡市太田テニスコート、県営運動公園 

 

女子 U-16 

シングルス 齋藤愛華 6位 

ダブルス  齋藤愛華・中学 3年 優勝 

 

女子 U-18  

シングルス 嶋田琴和 ベスト 8（東北大会出場） 

ダブルス  嶋田琴和・外川心花組 第 3位 

 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技 令和 3年 5月 28日～30日 盛岡市太田テニスコート 

男子団体  

１回戦 盛岡第三 2-1 福岡工業 

２回戦 盛岡第三 1-2 花巻北 ベスト 8 

 



女子団体 

２回戦 盛岡第三 2-0 盛岡北 

準決勝 盛岡第三 0-3 花巻北 第 3位 

男子個人 ダブルス 

小鯖比央里・佐久山慧組 ベスト 16 

女子個人 シングルス 

嶋田琴和、外川心花 ベスト 16 

女子個人 ダブルス 

石亀可梨・似里陽葉莉組 ベスト 8 

   

●空手道 

 令和３年度 盛岡市民体育大会 

女子個人形  第３位 松林礼渚奈③ 

  女子個人組手 第３位 細田 乙萌③ 

 

第 73回岩手県高等学校総合体育大会空手道競技 

  女子団体組手 第３位  松林礼渚奈③ 細田 乙萌③ 佐々木 茜② 前田 美祈② 

女子個人形  第６位  細田 乙萌③ 

女子個人組手 ベスト８ 松林礼渚奈③   

 

 

●書道 

 

第 19回岩手県高等学校書道作品コンクール 

書道協会長賞 3年 高橋依杏 

奨励賞    2年 村上結音、長沼亜依、城内娃珈 

 

令和３年度日報書道コンクール 

日報大賞  3年 高橋依杏 

秀逸賞   3年 中野碧衣、佐藤帆栞、2年 村上結音 

入選    3年 畑山 響、2年 山火那月、城内娃珈、田村京珠、佐藤颯香、長沼亜依、田村佳歩 

      1年 小原日菜 

 

●囲碁将棋 

 第 43回岩手県高等学校将棋大会 

 男子団体戦Ｂチーム 優勝  3年 細田真、安保翔太、大久保響 

 女子個人戦Ｂ    第 3位 2年阿部百花 

 

●視聴覚委員会 

第 44回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会 

 ラジオドキュメント部門 第２位『支え』    ３年加藤蒼野 

 テレビドキュメント部門 第３位『漆の魅力に取りつかれて』 ２年佐々木ひな   

以上２部門第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会出場 



 


