
平成２０年度 部活動大会結果

第６０回岩手県高等学校総合体育大会等結果報告

高 総 体

陸上競技
男子 やり投げ 佐々木 涼太 ５位 ※東北大会出場
女子 4×100ｍ 古里彩加 佐藤穂奈美 佐々木叶実 太宰愛美 ６位 ※東北大会出場

4×400ｍ 太宰愛美 佐藤穂奈美 佐々木叶実 太宰祐菜 ４位 ※東北大会出場

バスケットボール
男子 ３回戦 宮古 ９４－８２ 福岡

４回戦 宮古 ６２－７１ 盛岡三
女子 ２回戦 宮古 １０７－４９ 一戸

３回戦 宮古 ４７－７２ 盛岡一

バレーボール
男子１回戦 宮古 ０－２ 盛岡中央
女子１回戦 宮古 １－２ 専大北上

ソフトテニス
男子 団体１回戦 宮古 ３－０ 軽米

２回戦 宮古 １－２ 岩手
女子 団体１回戦 宮古 ３－０ 伊保内

２回戦 宮古 ２－１ 盛岡北
３回戦 宮古 １－２ 一関二

女子 個人（インターハイ代表決定戦）
畑中・佐藤（宮古）２－４（花巻南） ベスト８ ※東北大会出場

卓球
男子 団体１回戦 宮古 ３－２ 黒沢尻北

２回戦 宮古 ０－３ 福岡工
女子 団体１回戦 宮古 ３－０ 盛岡ｽｺｰﾚ

２回戦 宮古 ０－３ 専大北上

サッカー（男子）
２回戦 宮古 １－０ 岩手
３回戦 宮古 ２－１ 盛岡大附
４回戦 宮古 ０－４ 盛岡北

サッカー（女子）
１回戦 宮古 ０－０ 釜石 ＰＫ勝ち
準々決勝 宮古 ０－３ 大槌

ラグビー（Ａブロック）
１回戦 宮古 ７－４５ 黒沢尻北
敗者戦 宮古 ３２－１４ 盛岡南



柔道
男子 団体決勝トーナメント

１回戦 宮古 ４－１ 盛岡南
準々決勝 宮古 ２－３ 不来方 ベスト８

女子 団体決勝トーナメント
１回戦 宮古 ３－０ 千厩
２回戦 宮古 ２－１ 花巻東
３回戦 宮古 ①－１ 高田
準決勝 宮古 １－２ 盛岡南 第３位

男子 個人試合 60ｷﾛ級 佐々木 和磨 ベスト８
90ｷﾛ級 中村 旭 第３位 ※東北大会出場

女子 個人試合 52ｷﾛ級 鈴木 彩花 第３位
薬師神 桃子 第３位

78ｷﾛ級 佐々木 海 第２位 ※東北大会出場

空手道
男子 組手 団体１回戦 宮古 ５－０ 不来方

準決勝 宮古 ０－５ 釜石工
３位決定戦 宮古 ３－１ 大船渡

女子 組手 団体１回戦 宮古 ２－３ 釜石工
個人準々決勝 昆野 美月 ６－１（不来方）

準決勝 昆野 美月 ２－６（山田） 第３位 ※東北大会出場
形 昆野 美月 第５位 ※東北大会出場

ソフトボール
２回戦 宮古 ３－４ 盛岡四

軟式野球
１回戦 宮古 ８－１ 黒沢尻北
準決勝 宮古 ３－２ 専大北上
決勝 宮古 ０－２ 一関一

剣道
男子 団体戦決勝トーナメント

１回戦 宮古 ３－２ 盛岡市立
準々決勝 宮古 ３－２ 盛岡四

準決勝 宮古 ０－５ 不来方 第３位
女子 団体戦決勝トーナメント

１回戦 宮古 ４－０ 遠野
準決勝 宮古 １－２ 盛岡南 第３位

女子個人 濱田好絵 ベスト８ ※東北大会出場

ハンドボール
女子１回戦 釜石・宮古 ９－２９ 水沢

登山
１３位（１５チーム参加）

ヨット
男子 デュエット 第２位

ソロFJ級 熊谷一樹・藤島凌 第３位 ※東北大会出場
女子 デュエット 第１位

ソロFJ級 長洞薫・森山啓花 第１位 ※東北大会出場
横道藍・佐藤みな子 第５位 ※東北大会出場

ボート
男子 シングルスカル 堀合優斗 第４位
女子 シングルスカル 山根由絹 第１位 ※インターハイ出場

かじ付きｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 宮古Ａ 第４位
総合 第３位

硬式野球（第55回春季東北地区高校野球県大会）
１回戦 宮古 １－９ 福岡



東 北 大 会

ヨット
第４８回東北高等学校ヨット選手権大会
男子 FJ級ソロ 熊谷一樹・藤島凌 第６位 ※インターハイ出場

FJ級デュエット 第８位
女子 FJ級ソロ 長洞薫・森山啓花 第１位 ※インターハイ出場

横道藍・佐藤みな子 第７位
FJ級デュエット 第１位

ボート
平成２０年度東北高等学校ボート選手権大会

女子シングルスカル 山根由絹 第２位

柔道
第５８回東北高等学校柔道大会

男子 90ｷﾛ級 1回戦 中村 旭 －○ 五十嵐(山形・新庄東）
女子 78ｷﾛ級 1回戦 佐々木 海 －○ 阿部(宮城・東北）

陸上
第６３回東北高等学校陸上大会兼秩父宮賜第６１回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

男子 やり投げ 佐々木 涼太 ２２位
女子 4×100ｍ 古里彩加 佐藤穂奈美 佐々木叶実 太宰愛美 予選敗退

4×400ｍ 太宰愛美 佐藤穂奈美 太宰祐菜 佐々木叶実 予選敗退

空手
第３０回東北高等学校空手道選手権大会

男子 団体組手１回戦 宮古 ２－３ 青森南
女子 個人形 ２回戦 昆野 美月 ０－５ 廣岡 えり （福島・学法石川）

個人組手２回戦 昆野 美月 ６－０ 岸谷 実奈 （山形・酒田南）
３回戦 昆野 美月 １－７ 末永 沙織里（宮城・石巻市女） ベスト１６

ソフトテニス
第５１回東北高等学校ソフトテニス選手権大会

女子個人１回戦 畑中・佐藤 ○－×（青森・光星学院）
２回戦 畑中・佐藤 ×－○（福島・平商高）

剣道
第４０回東北高等学校女子剣道選手権

女子個人 １回戦 濱田好絵 ○－×（福島・福島東）
２回戦 濱田好絵 ×－○（山形・左沢）

インターハイ

平成２０年度 全国高等学校総合体育大会

ボート
女子 シングルスカル 山根由絹 第５位

ヨット
男子 FJ級ソロ 熊谷一樹・藤島凌 第４１位

女子 FJ級ソロ 長洞薫・森山啓花 優勝



県 大 会

放送部
第５５回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト岩手県大会

ラジオドキュメント部門 優良賞 ※全国大会出場
テレビドキュメント部門 優秀賞 ※全国大会出場

第３２回全国高等学校総合文化祭（群馬大会）放送部門
アナウンス部門 県大会 久保田 祥子 優良賞 ※全国大会出場

囲碁
第３２回全国高等学校総合文化祭（群馬大会）囲碁部門

県大会 山崎 由希子 準優勝 ※全国大会出場

吹奏楽部
平成２０年度全日本吹奏楽コンクール岩手県大会 銅賞

音楽部
第６０回全日本合唱コンクール岩手県大会 銅賞

軟式野球
第５３回全国高等学校軟式野球選手権岩手大会

１回戦 宮古 １０－７ 花巻東
準決勝 宮古 ０－９ 専大北上
３位決定戦 宮古 ２－３ 一関一 第４位

剣道部
県高校選抜剣道大会
男子 １回戦 盛岡南５人残し 宮古
女子 １回戦 宮古 ２人残し 盛岡北

２回戦 花巻北２人残し 宮古

柔道部
第40回全日本ジュニア柔道体重別大会岩手県大会）
男子個人戦 ９０ｋｇ級 中村旭 第２位 ※東北大会進出

硬式野球部
第９０回全国高等学校野球選手権大会記念大会岩手県大会

１回戦 宮古 １６－０ 宮古工
２回戦 宮古 ３－７ 一関一


