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団体第 1位・総合優勝〔4 競技 5種別〕   
体操競技(男子)    剣道(男子)     柔道(女子) 

  ボクシング(男子・女子)  
 

第２位 

   陸上競技(男子・女子)  

バスケットボール(男子)  

柔道(男子)    剣道(女子)  

ラグビーフットボール(７人制) 

第３位 

  バスケットボール(女子)  

ハンドボール(男子・女子) 

登山（男子・女子） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

校訓 
友愛･克己･躍進 

 

豊かな心日本一    爽やかな教育環境日本一   挨拶が飛び交う学校日本一 

校報 南の窓 

躍進 盛南 第 74回岩手県高等学校総合体育大会 

ラグビーフットボール（八幡平市） 

 ７人制 第２位  

盛岡南〇48－０●大船渡東   

盛岡南●12－21〇釜石・釜石商工 

登山（八幡平市 松川温泉山域） 
 男子Ａ隊 第３位 （東北大会出場） 
 女子Ｂ隊 第３位 （東北大会出場） 

体操競技（岩手県営体育館） 
 男子団体 第１位       
 個人総合 １位 伊藤 成良(1-2)  

     ３位 伊藤 皐佑(2-5)  
（インターハイ・東北大会出場） 

 

ハンドボール（花巻市総合体育館） 
 男子 第３位 

２回戦 盛岡南〇23－19●久慈 
   準々決勝 盛岡南〇43－21●水沢工 
    準決勝 盛岡南●21－29〇不来方 
    
 女子 第３位 

準々決勝 盛岡南〇26－14●盛岡商   
    準決勝 盛岡南●16－22〇盛岡白百合 

剣道（県営体育館） 
 男子団体 優勝（インターハイ、東北大会出場） 
   決勝リーグ 盛岡南〇3-0  花巻南 
     ３勝  盛岡南〇2(本)-2 花巻北 
         盛岡南〇1(代)-1 福岡 
 
 女子団体 第２位（東北大会出場） 
   決勝リーグ  盛岡南〇3-1 盛岡一 
    ２勝１敗 盛岡南〇5-0 花巻北 
         盛岡南●2-2(代)盛岡白百合 
 個人女子 ３位 伊藤 愛菜(2-4) 
  

個人東北大会出場者 男子１名 女子３名 

バスケットボール（奥州市総合体育館ほか） 
 男子 第２位 （東北大会出場） 

３回戦 盛岡南〇162－55●釜石   
    ４回戦 盛岡南〇127－88●宮古   
   準々決勝 盛岡南〇 96－77●水沢 
    準決勝 盛岡南〇 50－49●黒沢尻工 
     決勝 盛岡南● 61－80〇一関工 

バスケットボール（奥州市総合体育館ほか） 
 女子 第３位 

２回戦 盛岡南〇70－53●盛岡二 
    ３回戦 盛岡南〇82－65●宮古 
   準々決勝 盛岡南〇61－56●盛岡市立 
    準決勝 盛岡南●52－96〇盛岡白百合 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

岩手緊急事態宣言が令和４年５月30日をもって

解除されることになりましたが、感染症対策を徹底

し、東北大会・全国大会に向け、さらに精進してま

いります。これまでの声援に感謝し、これからの応

援もよろしくお願いいたします。 

県立盛岡南高等学校 校報 南の窓 

平成 27 年(2015)4 月 創刊 文責副校長 

https://www2.iwate-ed.jp/mos-h  

バレーボール（花巻市総合体育館） 

 男子 ２回戦  盛岡南〇２－０●盛岡四 

    ３回戦  盛岡南〇２－０●水沢   

    準々決勝 盛岡南●１－２〇不来方 

     

 女子 ２回戦  盛岡南〇２－０●宮古商工 

    ３回戦  盛岡南●０－２〇一関修紅 

バドミントン（奥州市総合体育館） 

男子 １回戦 盛岡南●１－３〇盛岡農業 

女子 １回戦 盛岡南●０－３〇釜石商工 

サッカー（遠野国体記念公園） 

 ２回戦 盛岡南●０－13〇遠野 

テニス（盛岡市太田スポーツセンター） 
 男子  １回戦 盛岡南●０－３〇花巻北 
 女子 準々決勝 盛岡南●０－３〇盛岡一 

ボクシング（黒沢尻工業高校体育館） 
 男子総合 第１位 
 男子１部 ピン級    １位 藤枝 龍慎(3-4) 

フライ級   ３位 藤原 大耀(3-3) 
      フライ級   ３位 長谷川愛斗(2-4) 
      バンタム級  １位 斉藤 冬翔(3-4) 
      ライト級   ２位 鎌田 崇矢(3-4) 
      ウエルター級 ２位 北田 憂 (2-4) 
      ミドル級   １位 兼平 周侑(3-3) 
      ミドル級   ２位 大町 柊斗(2-3) 
 
 女子総合 第１位 
 女子   ピン級    １位 金田 夕貴(3-3) 
      ライトフライ級１位 金田 咲貴(2-1) 
      バンタム級  ３位 佐藤 想 (2-4) 
      フェザー級  １位 昆 千花 (3-2) 
      フェザー級  ２位 高橋 苺鈴(2-1) 
      フェザー級  ３位 髙見 夏姫(2-4) 
      ライト級   １位 畠山 和 (3-4) 
    

インターハイ出場 男子１位の３名 
    東北大会出場 男子６名、女子４名 

柔道（岩手県営武道館） 
 男子団体 第２位（東北大会出場）     女子団体 第１位（インターハイ・東北大会出場） 

準々決勝 盛岡南〇３－１●大船渡      準々決勝 盛岡南〇２－０●福岡 
準決勝 盛岡南〇３－１●宮古準       準決勝 盛岡南〇２－０●盛岡一 
決勝 盛岡南●１－４〇盛大附属       決勝 盛岡南〇２－０●不来方 

 
男子 73ｋｇ ３位 西井 大成(2-4)      女子 57ｋｇ １位 瀬川 佳那(3-6) 

81ｋｇ ３位 吉田 晴翔(3-6)         57ｋｇ ３位 山本 星空(3-5) 
90ｋｇ  ２位 川村 拓也(2-4)         70ｋｇ １位 箱石 花 (3-6) 
90ｋｇ ３位 後藤 天稀(3-5)         70ｋｇ ２位 福原 彩花(2-6) 
100ｋｇ  ３位 吉田 宙生(3-6)         70ｋｇ ３位 吉田茉菜香(1-5) 

                         78ｋｇ １位 小川 結生(3-4) 
女子 48ｋｇ ３位 畠山 華奈(3-5)         78ｋｇ ３位 嶋野 ゆいな(2-3) 

52ｋｇ １位 福田 小桃(2-5)        78ｋｇ ３位 千田ティアラ(1-5) 
個人各階級１位がインターハイ出場、３位以上が東北大会出場  

陸上競技（北上陸上競技場） 
    男子 学校対抗 総合第２位 
  女子 学校対抗 総合第２位 
   
男子 200m １位 玉内 祥太(3-6) 

400m １位 髙橋 澪(3-5) 
400mH １位 久世 紫聖(3-6) 
八種競技 １位 久世 紫聖(3-6) 
4×400mR  １位 
100m ２位 玉内 祥太(3-6) 
八種競技 ２位 千田 太智(3-5) 
5000mW ３位 葛巻 賢心(3-6) 
走幅跳 ３位 佐藤 一斗(3-5) 
やり投 ３位 木村 伊吹(3-4) 
八種競技 ３位 藤原 聖弥(2-6) 
4×100mR  ３位  

 
女子 100mH １位 古川 莉子(3-6) 

400mH １位 伊藤 美梨愛(3-5) 
4×100mR １位 
4×400mR １位 
100m ２位 栃澤 里奈(3-5) 
200m ２位 栃澤 里奈(3-5) 
100mH ２位 伊藤 美梨愛(3-5) 
400mH ３位 古川 莉子(3-6) 
三段跳 ３位 浅井 小雪(2-5) 

  
男子 東北大会出場 延べ 17種目 20名 
女子  〃     延べ 15種目 13名 
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