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令和元年６月２８日（金）発行（文責・上野・北田）

保護者の皆さま、今年度最初の「シルバーリーフの風」でございます。
新年度がスタートして、早４か月。お陰様で、生徒たちは、落ち着かない４月、軌道に乗り始める５
月、考査の６月、そして考査を乗り越えて、先日の体育祭では実に生き生きと弾けておりました。種々
のご支援ご協力に心から感謝申し上げます。
この「シルバーリーフの風」は、３年前の９月から発行を始めたもので、副校長が学校の状況を保
護者の皆さまにお届けしようというものです。
今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。

１

部活動報告（4～6 月開催結果）

陸上競技部
県高総体陸上競技大会（5/23～26）
男子
100m４位 田河原篤史（3 年）、200m２
位 田河原篤史（3 年）
、110mH8 位 滝
沢涼太（2 年）
、4×100mR５位 川村佳
広（2 年）
・田河原篤史（3 年）
・佐倉瑠之
輔（1 年）
・伊藤輝星（3 年）
、4×400mR
６位 伊藤輝星（3 年）
・加藤謡（2 年）
・
川村佳広（2 年）
・田河原篤史（3 年）、砲
丸投(5.000kg)１年の部１位 新坂恒輝（1
年）
、
女子
3000m４位 水川陽香留（1 年）
、3000m
８位 五十嵐千理
（2 年）
、
100mH2 位 田
中馨子（1 年）
、400mH7 位 齋藤祐美（3
年）
、走高跳 8 位 水川和香苗（2 年）
、砲
丸投(4.000kg) 6 位 沼田栞音（3 年）、円
盤投(1.000kg)6 位 沼田栞音（3 年）
、七
種競技 4 位 佐藤紀愛（2 年）
、トラック
の部 8 位
岩手県春季陸上競技大会（5/11・12）
男子
100m2 位 田河原篤史（3 年）
、200m2 位
田河原篤史（3 年）
、4×100mR4 位 川村
佳広（2 年）
・田河原篤史（3 年）
・佐倉瑠
之輔（1 年）
・宇部 晃太（2 年）
女子
800m8 位 吉田侑希（2 年）、3000m5 位
五十嵐千理（2 年）
、女子走幅跳 7 位 秋
田萌花（2 年）
、砲丸投(4.000kg)7 位 沼
田栞音（3 年）
東北高等学校陸上競技大会（6/14～17）
男子
100m8 位 田河原篤史（3 年）
、200m 準
決勝進出 田河原篤史（3 年）
、4×100mR

準決勝進出 川村佳広（2 年）・田河原篤
史（3 年）
・佐倉瑠之輔（1 年）
・伊藤輝星
（3 年）
女子
100mH 準決勝進出 田中馨子（1 年）

卓球部
県高総体卓球競技（5/24～26）
男子
団体 １回戦 盛岡四３－２久慈工 ２
回戦 盛岡四１－３久慈
女子
団体ベスト 16 １回戦 盛岡四３－１花
巻東 ２回戦 盛岡四３－１盛岡三 ３
回戦 盛岡四０－３一関二
シングルス 蟹澤綾花２回戦敗退、ダブ
ルス 村井・髙橋迪組 ２回戦敗退 蟹
澤・福山１回戦敗退

柔道部
県高総体柔道競技（5/31～6/2）
男子
団体 予選リーグ ○盛岡第四 ５－０
一関工業、×盛岡第四 １－４ 福岡工
業"
73kg 級ベスト 16 須藤翼、81kg 級ベス
ト 16 澤内寛人、100kg 超級ベスト 8 田
中甫

野球部
春季東北高校野球岩手県大会盛岡地区予選
第 7 代表（本戦一回戦 盛四 ７：１ 平
舘、本戦代決戦 盛四 ２：３ 盛一、敗
復二回戦 盛四 ６：５ 盛商、敗復代決
戦 盛四 ４：５ 市立（タイブレーク）
、
第７代表決戦 盛四 ７：６ 盛工（延長
１１回）
）

春季東北高校野球岩手県大会
準優勝（一回戦 盛四８：１宮古（８回コ
ールド）
、二回戦 盛四２：１盛一、準々
決勝 盛四６：３久慈、準決勝 盛四３：
２盛附（延長１０回）
、決勝 盛四３：９
花巻東）
春季東北地区高校野球大会
初戦敗退（二回戦 盛四０－９青森山田
（８回コールド）
）

水泳部
県選手権水泳競技（国体選考）
（6/1～6/2）
男子
50m 平４位 ３年 石川礼偉、4×100m
リレー８位 石川礼・斉藤仁・三河祥太
朗・横田理音
女子
50m バタ８位 ３年 戸崎一稀
県高総体水泳競技（6/21～6/23）
男子
50m 自由形 ７位 ３年 石川礼偉、
200m 個メドレー７位 ３年 石川礼偉、
200m 背８位 ２年 斉藤 仁、100m バ
タ８位 １年 工藤健人、4×100 メドレ
ー８位 斉藤仁 石川礼 工藤 近谷
女子
50m 自由形７位 ３年 戸崎一稀、400m
個メドレー７位 ３年 戸崎一稀、4×
100 リレー７位 ３年 八重畑・２年 平
舘・３年 野中・ 戸崎 、4×100 メドレ
ー８位 ２年平舘 ３年八重畑 戸崎 野
中

サッカー部
県高総体男子サッカー競技（5/25・26）
１回戦 盛岡四４－０千厩
２回戦 盛
岡四２－２（PK８－９）盛岡北

剣道部
県高総体剣道競技（5/24～26）
男子
団体 予選リーグ敗退 ○２－０水沢、
●１－３宮古、１勝１敗 リーグ２位で
敗退
個人ベスト 16 ３年 野中俊貴
女子
個人 ３回戦敗退 ２年 室岡真菜、３
回戦敗退 １年 古舘美聖

ソフトボール部
県高総体ソフトボール競技（6/1・2）
１回戦 盛岡第四 1-8 大船渡

バスケットボール部
盛岡市民体育大会バスケットボール競技
（男子 4/27、女子 4/26・29）
男子
ベスト８ １回戦 ○盛岡第四－盛岡農
業●、２回戦 ●盛岡第四－盛岡第一○
女子
第２位 １回戦 ○盛岡第四－盛岡工業
●、２回戦 ○盛岡第四－盛岡南●、準決
勝 ○盛岡第四－盛岡商業●、決勝 ●
盛岡第四－盛岡市立○
県高総体バスケットボール競技（5/30～6/2）
男子
ベスト３２ １回戦 ○盛岡第四 81－
54 金ヶ崎●、２回戦 ○盛岡第四 108－
32 遠野●、３回戦 ●盛岡第四 63－126
一関工業○"
女子
ベスト１6 ３回戦 ○盛岡第四 109－
58 盛岡中央●、４回戦 ●盛岡第四 70－
75 高田○

バドミントン部
盛岡市民体バドミントン競技（4/24～26）
男子
団体初戦敗退 ０－３不来方、シングル
ス６名参加 予選通過者なし、ダブルス
６組参加 予選通過者なし
女子
団体 第２位 決勝敗退０－３市立
シングルス６名参加 予選通過者２名
第２位：山根穂香、第９位：若佐栞里
ダブルス６組参加 予選通過者４組 第
３位：山根穂香･川村梨子、第４位：若佐
栞里･黒澤愛、第９位：室岡桜･上川原小梅、
藤平朱花･田中美ん凪
県高総体バトミントン競技（5/30～6/2）
男子
団体 １回戦敗退 １回戦０－３盛岡誠
桜
女子
団体ベスト 16 ２回戦３－０盛岡南、３
回戦２－３北上翔南
シングルス 若佐栞里 １回戦２－１千
厩、２回戦０－２専大北上、山根穂香 ２
回戦２－０関二、３回戦０－２花北青雲
ベスト 16
ダブルス 藤平･田中 １回戦０－２千
厩、室岡･上川原 １回戦２－１一関第二、
２回戦０－２前沢、山根･川村 ２回戦１
－２前沢、若佐･黒澤 ２回戦２－１釜石、
３回戦０－２花北青雲 ベスト 16

登山部
県高総体登山競技（5/31～6/2）
第8位
78.0 点（体力 35.4 歩行技
術 9.5 装備 2.0 設営撤収 3.9 炊事 4.3
天気図 1.8 課題テスト 8.3 計画書 1.6
行動記録 1.2 読図技術 6.0 マナー4.0）

バレーボール部
県高総体会バレーボール競技（5/24～27）
男子 ベスト 16 （２回戦からの出場）
２回戦 ○２-０黒沢尻北、３回戦 ●０
-２不来方
女子 ベスト 16 1 回戦 ○２-０宮古水
産、２回戦 ○２-０種市、３回戦 ●０２盛岡二

ハンドボール部
県高総体ハンドボール競技（5/31～6/2）
男子 ベスト４ 2 回戦 27-18 花巻南、
3 回戦 27-20 紫波総合、準決勝 11-29
不来方
女子 ベスト８ 1 回戦 36-16 紫波総
合、2 回戦 14-19 盛岡二

テニス部
盛岡市民体テニス競技（4/27～29）
男子
シングルス 優勝 立花傑（2 年）
、第 5
位 佐々木元（2 年）
、吉田拓貴（1 年）
ダブルス 準優勝 北上元暁（3 年）
・吉
田拓貴（1 年）
、第 3 位 立花傑（2 年）
・
佐々木元（2 年）
、第 8 位 浅沼悠太（2
年）
・成澤恒太（1 年）
岩手県ジュニアテニス選手権大会（5/3～5/5）
男子
・U-18 シングルス
準優勝 立花傑（2 年）
、第 3 位 吉田拓
貴（1 年）
、第 5 位 佐々木元（2 年）
、第
7 位 北上元暁（3 年）、第 8 位 成澤恒
太（1 年）
、第 9 位 金子拓夢（3 年）
・U-18 ダブルス
準優勝 立花傑（2 年）(一関高専 藤村
脩平とペアで出場)、第 5 位 北上元暁（3
年）
・荒屋敷玲樹（2 年）組, 浅沼悠太（2
年）
・佐々木元（2 年）組
・U-16 ダブルス
第 2 位 吉田拓貴（1 年）(岩手高校 戸
塚聖晟とペアで出場)、第 3 位 成澤恒太
（1 年）(盛岡南高校 岩崎春樹とペアで
出場)
女子
・U-18 シングルス

第 8 位 三浦里穂（2 年）
県高総体テニス競技（5/31～6/2）
男子
団体第 3 位 ２回戦：3－0 黒沢尻工業、
準決勝： 0－2 盛岡第一、順位決定戦 2
－0 花巻北高校
シングルス第 2 位 立花傑（2 年）、第 5
位 吉田拓貴（1 年）
ダブルス第 3 位 3 組 立花傑（2 年）・
佐々木元（2 年）組
女子
団体 2 回戦敗退 ２回戦 ×１－２花巻
北
シングルス 2 回戦敗退 三浦里穂（ベス
ト 16）
（３年）
、今泉紗詠（ベスト 16）
（3
年）
ダブルス 初戦敗退 三浦里穂・鈴木萌
華（３年）
東北高校テニス選手権大会（6/22～6/24）
男子団体 １回戦敗退 １－２日大山形
男子シングルス 準優勝 立花傑

書道部
県高校書道作品コンクール（会期 7/7～10）
岩手県知事賞：大沢尚詩、奨励賞：大崎美
羽、吉岡百恵、福田和楓、飯村陽由、村上
奈緒

囲碁・将棋部
県高校将棋大会（5/10・11）
団体 B 級 1 位 B3 チーム（菊池貴仁、武
藏駿杜、千枝潤平）
、2 位 B1 チーム（有
原凜之介、平野尊、澤村瑞紀）
個人 B 級 1 位 有原凜之介、2 位 千枝
潤平、C 級 2 位 北川 皓大

バトントワリング部
全国高校ダンスドリル選手権 2019（6/6）
全国大会出場権獲得

２ 教育実習【6/17～7/8】
国士舘大学４年、盛岡大学３
年の本校卒業生が教育実習に来
ています。配属学級は、２年７組
と１年６組。若々しい教師の卵
が元気に孵化しますよう、支援
したいと思います。

３

自転車事故・マナーについて
４月から、通学途中での自転車
事故（接触・転倒等）が６月２８
日現在で１２件発生しておりま
す。幸い大きな怪我には至ってお
りませんが、倒れる方向やそこへ
後続の自動車が来ていたらと思
うとゾッとするものもありまし
た。
学校でも折に触れ、通学時の安
全について注意喚起をしており
ますが、ご家庭におかれましても
引き続き、余裕を持って送り出し
ていただくなど、ご支援ご指導を
お願いいたします。
これまで起きた自転車事故の
要因の多くは、スピードの出し過
ぎや右側通行です。できるだけこ
れらを避けることが、事故再発防
止の決め手です。それでもなお、
相手側の不注意や違反行為があ
れば事故に遭うこともあります。
安全で安心な生活の基本とし
て、交通事故は絶対に避けたいと
ころです。そして、事故の被害に
遭わないことはもちろんのこと、
加害者にもならないよう、じゅう
ぶん気をつけたいものです。
また、地域の方から、一部の本
校生の登・下校時の自転車運転マ
ナーが悪いという主旨の苦情が、
複数寄せられております。
行動マナーの正しさは、生活全
般の安全に直結するものですの
で、多くの四高生の誠実さがきち
んと伝わるような行動を心掛け
るよう、学校としてこれからも呼
び掛けてまいります。
このことにつきましても、引き
続きどうぞよろしくお願いいた

します。

４ 今後の主な予定
（１）三者面談
【１・２年：７/１（月）～４（木）
】
【３年：７/22（月）～７/４（木）】
校地内の駐車スペースは広くあり
ませんので、校地内に駐車する場合
は、生徒の歩行にご留意の上、空い
ているスペースをご利用ください。
可能であれば、公共交通機関でお越
しください。
（２）吹奏楽部第 42 回定期演奏会
【７/15（月）】キャラホール
17：05 開場 17：30 開演
（３）音楽部第 10 回定期演奏会
【７/21（日）】キャラホール
17：00 開場 17：30 開演
（４）終業式【７/26（金）】
（５）一日体験入学【７/29（月）】
中学３年生を対象として県内各地
の中学校 67 校 883 名が来校予定で
す。
（６）夏季休業
【７/27（土）～８/18（日）】
約３週間の休業期間です。
なお、８/13（火）～８/15（木）の
３日間は学校閉庁日として校舎を閉
めます。
急なご連絡の必要がある場合は、
担任あるいは副校長へご連絡くださ
い。
（７）始業式【８/19（月）】
（８）志高祭【８/30（金）・31（土）】
※代休９/２（月）

