
平成２６年度　大会結果 （後期）

運動部

男子　４００ｍ　髙橋勇佑　４位 東北新人大会出場
女子　三段跳　小向悠里　６位

平成２６年度秋季陸上競技会 男子　４００ｍ　髙橋勇佑　２位
バスケ男子
バスケ女子
第67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　×宮古　０（19-25、16-25）２　盛岡商業○

バレー女子
【男子学校対抗】
１回戦　　　　　　宮古　３－２　盛岡三
２回戦　　　　　　宮古　３－０　久慈

第６０回岩手県高等学校 ３回戦　　　　　　宮古　１－３　花北星雲 ベスト１６
新人卓球大会 【男子個人】

ダブルス　北村海都・佐々木翔太組　　４回戦 ベスト８
　　　　　　 小林優真・吉田博貴組　　　棄権 吉田負傷により棄権
シングルス　　　北村海都　　　３回戦
　　　　　　　　　　小林優真　　　３回戦
　　　　　　　　　　佐々木翔太　 ２回戦
　　　　　　　　　　吉田博貴　　　２回戦 ２回戦は負傷により棄権
　　　　　　　　　　熊谷祐介　　　１回戦
　　　　　　　　　　佐々木綾　　　１回戦
　　　　　　　　　　長洞慧　　　　 １回戦
【女子学校対抗】
１回戦　　　　　　宮古　３－１　盛岡農業　
　　　　　　　　　　宮古　０－３　花巻南
【女子個人】
ダブルス　坂下悠乃・水野優花組　　２回戦
シングルス　　坂下悠乃　　　１回戦
【男子シングルス】

平成２６年度岩手県ジュニア 小林優真　　　　３回戦
卓球選手権大会 北村海都　　　　２回戦

佐々木翔太　　 ２回戦
【女子シングルス】
坂下悠乃　　　　１回戦

第５９回新人大会ソフトテニス競技
（男子）

【男子　団体】
１回戦　　宮古　０－３　水沢
【男子　個人戦】
１回戦　佐々木･西野　２－４　浅沼･阿部(花北青
雲)
　　　　　千葉･阿部　２－４　岩淵･佐藤(一関工)

第９３回全国高校サッカー選手権大
会岩手県予選（男子）

１回戦　　宮古　４－１　盛岡大学附属
２回戦　　宮古　０－８　専修大学北上

第４９回　岩手県高等学校総合新
人サッカー大会（男子）

１回戦　　宮古　１－４　盛岡三

第４９回　岩手県高等学校総合新
人サッカー大会（女子）

１回戦　　宮古　０－２３　専大北上

３回戦　宮古　９１－３　盛岡南
準決勝　宮古２２－２０　盛岡工
決勝　宮古１７－４０　黒沢尻北 準優勝
１回戦　宮古　９５－５　盛岡北
準決勝　宮古　１７－１９　盛岡工
３位決定戦　宮古　１２－４４　黒沢尻工 ４位

第６５回岩手県高等学校新人陸上
競技大会

第９４回全国高等学校ラグビーフッ
トボール大会岩手県大会

平成２６年度岩手県高等学校新人
ラグビーフットボール大会



【男子　個人戦】
６０ｋｇ級　大川　海成　１回戦敗退
　〃　　　　堀合　源太　２回戦敗退
　〃　　　　黒澤　誠也　１回戦敗退
６６ｋｇ級　岩城　要　　２回戦敗退
７３ｋｇ級　箱石　直也　第３位
８１ｋｇ級　下村　竜大　第３位
【女子　個人戦】
５２ｋｇ級　鈴木　若菜　第２位
　〃　　　　川口　瑞穂　１回戦敗退
５７ｋｇ級　佐々木　佳奈子　ベスト８
　〃　　　　佐藤　南那　１回戦敗退
男子団体戦　２回戦　対一戸○（４－１）
　　　　　　　　３回戦　対久慈△（０－３） ＊ベスト１６　選手権大会
女子団体戦　２回戦　対宮商・宮水○（２－０）
　　　　　　　　準々決勝　対専大北上△（１－２） ＊ベスト８　選手権大会
【男子　個人戦】
６０ｋｇ級　大川　海成　ベスト１６
　〃　　　　堀合　源太　２回戦敗退
　〃　　　　黒澤　誠也　２回戦敗退
６６ｋｇ級　岩城　要　　２回戦敗退
７３ｋｇ級　箱石　直也　ベスト８ ＊選手権大会へ
８１ｋｇ級　下村　竜大　１回戦敗退
【女子　個人戦】
５２ｋｇ級　鈴木　若菜　第３位 ＊選手権大会へ
　〃　　　　川口　瑞穂　１回戦敗退
５７ｋｇ級　佐々木　佳奈子　ベスト８
　〃　　　　佐藤　南那　１回戦敗退
男子団体戦　1回戦　△（５人残し）岩手高校
女子団体戦　１回戦　△（０－３）一関学院
男子個人戦７３ｋｇ級　箱石　直也　２回戦敗退
女子個人戦５２ｋｇ級　鈴木　若菜　１回戦敗退
【男子団体形】第２位 東北選抜大会出場
【女子団体形】第２位 東北選抜大会出場
【男子個人形】ベスト８　昆　翔太郎
【女子個人形】ベスト８　吉水　愛美
【男子個人組手】ベスト８　吉浜　知輝
【男子団体組手】第３位
【女子個人組手】第３位

第61回岩手県高等学校新人大会ソ
フトボール競技

1回戦
宮古・釜石●４－１２○花巻北

第59回岩手県高等学校新人剣道
大会

【男子団体】予選リーグ
　○宮古５－０江南義塾×
　○宮古４－０水沢
決勝トーナメント1回戦
　○宮古３－０盛岡中央×
準々決勝
　×宮古０－１盛岡南○
【男子個人戦】
　久保田 準優勝・坂下 ベスト８ 澤口 ３回戦敗退・
伊藤 ２回戦敗退

第48回岩手県高等学校新人体育
大会ヨット競技

【男子FJ級】
第４位　宮古A（佐香将太①、長澤慶①）
第５位　宮古C（中嶋俊①、佐々木啓①）
第６位　宮古B（島田洋平①、小笠原魁①）
第７位　宮古D（川村柊也①、関川大輝①、山本大
輔①）
【男子４２０級】
出場なし
【女子FJ級】
第５位　宮古A（小名歩美①、小笠原彩乃①）
【女子４２０級】
出場なし

※入賞は第３位まで

第37回全国高等学校柔道選手権大会
岩手県大会

第３２回岩手県高等学校
新人空手道大会

第４７回岩手県高等学校１・２年体
重別柔道選手権大会

第５９回岩手県高等学校新人柔道大会



男子舵手付クォドルプル第３位（Ａクルー　荒川　信夫　盛合　石田　金濱）

女子舵手付クォドルプル第１位（西野　山崎（桃）　山口　山崎（枝）　小笠原） 東北選抜大会出場権獲得
女子ダブルスカル第１位（三田友梨香・伊藤友里乃） 　　　　　　　〃
女子総合優勝
女子ダブルスカル第１位（三田友梨香・伊藤友里乃） 全国選抜大会出場権獲得
女子舵手付クォドルプル第４位（西野　山崎（桃）　山口　山崎（枝）　小笠原）

宮古　４－２　山田
秋季高等学校野球沿岸北地区予
選

宮古　２－９　宮古商

敗者復活1回戦　宮古　１１－７　宮古水産
第3代表決定戦　宮古　３－６　宮古工業

文化部

第38回全国高等学校総合文化祭
自然科学部門

文化連盟賞（宮古市三王岩に見た津波石につい
て）
奨励賞（閉伊川河口周辺における植生調査）
奨励賞（山口川の水質調査）
奨励賞（ホウ砂の量によるスライムの硬さの変化）
奨励賞（ハエトリグサの葉の開閉条件について）

絵画部門　特賞　越田　悠生佳
絵画部門　入選　小笠原　純香
絵画部門　入選　伊藤　有紀
絵画部門　入選　野舘　智美
絵画部門　入選　伊藤　葉月
絵画部門　入選　藤原　有沙
絵画部門　入選　芳賀　未都
絵画部門　入選　長門　あゆみ
絵画部門　入選　坂本　桃香
絵画部門　入選　田中　宏佳
絵画部門　入選　坂本　弥生
絵画部門　入選　大澤　友美
デザイン部門　入選　田中　宏佳
デザイン部門　入選　野舘　智美
入選　３年A組　鈴木千尋 
入選　１年A組　舘下智子
学校賞受賞

第11回安芸全国書展高校生大会 入選　２年D組　岡村朋香
優秀賞　３年A組　鈴木千尋
秀逸賞　３年D組　三浦早稀
入選　　３年D組　上野美咲
入選　　３年A組　阿部詩絵里
入選　　１年C組　鈴木麻裕

第43回岩手県小・中・高校書写書道作
品コンクール

特別賞（岩手県教育長賞）　３年A組　鈴木千尋

入選　　２年A組　工藤珠貴
２年C組　堀内優花
１年A組　横山　葵

第６１回岩手県高等学校理科研究発表
会並びに第３７回岩手県高等学校総合
文化祭自然科学部門研究発表会

第37回岩手県高等学校総合文化
祭美術工芸展

第46回岩手県高等学校新人大会ボート競技

第２９回東北高等学校選抜ボート大会

第15回高校生国際美術展　書の部　

第10回岩手日報高校書展

第37回岩手県高等学校総合文化祭書
道部門



文化祭賞（最優秀賞）　２年D組　岡村朋香
奨励賞　　　　　　　　１年A組　横山　葵
奨励賞　　　　　　　　１年C組　鈴木麻裕
佳作　　　　　　　　　１年A組　舘下智子
佳作　　　　　　　　　１年F組　吉見紗英
佳作　　　　　　　　　２年C組　巣内美羽
佳作　　　　　　　　　２年C組　堀内優花

第10回高校生交通安全CMコンテス 「やめよう歩きスマホ」　準グランプリ賞
＜アナウンス部門＞
長澤春香　優良賞（５位）　 東北大会出場
金澤楓花　入選（７位） 東北大会出場
佐藤優佳　入選（１２位） 東北大会出場
山本洸也　予選敗退　　
小山日和　予選敗退　　
高橋冴　予選敗退　　
＜朗読部門＞
山口百合華　入選（８位） 東北大会出場
佐々木陽香　予選敗退　
瀬川胡桃　予選敗退　
高橋翔　予選敗退　
佐々木優気　予選敗退　
佐々木結希子　予選敗退　
＜オーディオピクチャー部門＞
「山口太鼓」　優秀賞（３位）　
＜ビデオメッセージ部門＞
「黒森から神へ」　優良賞（４位）　
＜テレビキャンペーン部門＞
「時間をつくる」　優秀賞（２位）　 東北大会出場
「今があるから」
＜ラジオキャンペーン部門＞
「魚市場の時間」
「時間を越えて」

全日本吹奏楽コンクール沿岸地区
大会

金賞 県大会進出

全日本吹奏楽コンクール第５２回岩
手県大会

銀賞

池坊華道会主催第17回学校華道イ
ンターネット花展

出展
平成２７年2月12日結果
発表

詩 　   部門　入選　大戸　萌々　「静寂」
短歌　 部門　入選　冨山　百恵
文芸誌部門　入選　「幻明」

第37回岩手県高等学校
総合文化祭文芸部門
岩手県高等学校文芸コンクール

第62回みやこ市民文化祭　書道部門
（学生）

第37回岩手県高等学校総合文化
祭放送部門大会兼
第32回岩手県高等学校放送新人
大会


