
平成２３年度 大会結果

運動部
高総体県大会

陸上

【男子】
200m ８位(22″66) 女供 譲
5000mW ４位(24′57″74) 佐々木一真※

7位(27′14″17) 坂下智紀
4×100m ６位(43″90) 川村乾太、大砂賀真人、
女供 譲、丸山祐貴※
走高跳 ３位(1m83) 丸山祐貴※
走幅跳 ３位(6m65) 川村乾太※

７位(6m37) 大砂賀真人
三段跳 ４位(13m42) 川村乾太※

【女子】
円盤投 ４位(31m64) 中里優実※

※東北大会出場

2回戦 宮古１０６－釜石商工５４
3回戦 宮古６８－盛岡工８６

女子バスケット
１回戦 宮古８７－５７釜石
２回戦 宮古７１－７９不来方

男子バレー １回戦 宮古 ０－２ 盛岡三
１回戦 宮古 ２-０ 久慈
２回戦 宮古 ２-１ 北上翔南
３回戦 宮古 １-２ 盛岡南
【男子団体】
１回戦 宮古 ３－０ 久慈東
２回戦 宮古 ３－０ 種市
３回戦 宮古 ０－３ 水沢 （ベスト１６）
【女子団体】
１回戦 宮古 ３－１ 盛岡三
２回戦 宮古 ０－３ 水沢
【男子ダブルス】（主な結果）
後藤・福士 ３回戦敗退 （ベスト１６）
乙戸（勇）・乙戸（良） ３回戦敗退 （ベスト１６）
【女子ダブルス】
伊藤（奈）・佐々木（真） ２回戦敗退
伊藤（樹）・林崎 １回戦敗退
【男子シングルス】
後藤 ２回戦敗退
小成 ２回戦敗退
福士 ３回戦敗退 （ベスト３２）
【女子シングルス】
佐々木（真） １回戦敗退
宮古 ２－１ 高田
宮古 １－４ 盛岡三

女子サッカー １回戦 宮古０－１久慈東
１回戦 宮古 ３１－１５ 盛岡南
準決勝 宮古 ０－１０４ 黒沢尻工業
３位決定戦 宮古 ０－３３ 黒沢尻北 ※４位

ラグビー

男子バスケット

女子バレー

卓球

男子サッカー



【男子団体】
１回戦 宮古 ２－１ 大東

宮古 ０－３ 黒沢尻工
【男子個人】
（長澤光也・平澤幸司）
２回戦 ４－３ 吉田・泉山（盛岡三）
３回戦 ４－２ 磯野・岡田（盛岡工）
４回戦 ４－２ 伊勢田・藤谷（千厩）
準々決勝 ３－４ 松岡・赤沢（黒沢尻工）
ＩＨ代表決定戦 ０－４ 田頭・千葉（黒沢尻工）

（関川悠斗・槻川原拳斗）
１回戦 ４－２ 工藤・田上（盛岡北）
２回戦 ２－４ 吉田・佐藤（黒沢尻北）

（阿部史也・小野寺輝）
１回戦 ２－４ 山本・内記（黒沢尻工）

（大久保晃裕・下瀬川賢太）
１回戦 ２－４ 澤田・及川（盛岡一）

※東北大会出場

【女子団体】
1回戦 宮古 ２－１ 黒沢尻北
2回戦 宮古 ２－０ 盛岡南
3回戦 宮古 １－２ 大船渡

【女子個人】
久坂・竹林 ベスト１２

※ 東北大会出場
伊藤・野田口 県大会出場
豊峯・太田 県大会出場
男子団体試合 3位
女子団体試合 2位 ※ 東北大会出場
男子個人戦66ｋｇ級 優勝 中村洸 ※ ＩＨ・東北大会出場
男子個人戦73ｋｇ級 優勝 平山慧周 ※ ＩＨ・東北大会出場
女子個人戦 57kg級 2位 金澤咲枝 ※ 東北大会出場

〃 3位 鈴木花月
女子個人戦 70kg級 優勝 佐々木碧衣 ※ ＩＨ・東北大会出場
【男子団体組手】
１回戦 宮古３－１山田
準決勝 宮古１－４釜石商工 ※３位
女子団体組手
１回戦 宮古２－３山田
男子個人組手
三河 尭史 ベスト８
１回戦 宮古 １１－２ 不来方 （５回コールド）
２回戦 宮古 １－３ 久慈東

剣道

【男子団体】
予選リーグ
○宮古5-0釜石、○宮古3-1盛岡商業
(予選リーグ通過)
決勝トーナメント
1回戦：○宮古5-0遠野
準々決勝：○宮古3-1盛岡第四
準決勝：宮古1-3専大北上○
【女子団体】
予選リーグ
○宮古5-0盛岡中央、○宮古4-0盛岡商業
(予選リーグ通過)
決勝トーナメント
準々決勝：○宮古3-0盛岡第一
準決勝：宮古2-3花巻南○
【男子個人】
及川：3回戦敗退 黒澤：3回戦敗退
【女子個人】
湊：4回戦敗退 田村：3回戦敗退
牧原：4回戦敗退

男子団体：第3位
女子団体：第3位

ソフトテニス

柔道

空手

ソフトボール



ヨット 開催されず
女子舵手付きクォドルプル 第１位 ※ＩＨ出場
女子ダブルスカルＡ 第３位
女子シングルスカルＡ（白野） 第３位
女子ダブルスカルＢ・Ｃ 準決勝敗退
女子シングルスカルＢ（佐々木） 決勝６着
女子ダブルスカルＤ 予選敗復敗退
女子総合第２位
男子舵手付きクォドルプルＡ・Ｂ・Ｃ 予選敗復敗退
男子ダブルスカル 準決勝敗退
男子シングルスカル（大森） 怪我のため棄権

登山 第6位 総合点88.8点 （エントリー14校中）

高総体 東北大会
女子舵手付きクォドルプル 決勝６着
女子ダブルスカル・シングルスカル 予選敗退

その他の大会
柔道

男子 66ｋｇ級 優勝 中村洸 ※ 東北大会出場
男子 73ｋｇ級 優勝 平山慧周 ※ 東北大会出場
女子 70ｋｇ級 佐々木碧衣 ※ 東北大会出場

野球部

第58回春期東北地区高等学校野球
岩手県大会

1回戦 宮古 5－8 釜石商工（延長13回）

文化部
放送部

朗読部門
優秀賞 齋藤奈々 ※全国大会出場
優秀賞 船越絵雅 ※全国大会出場
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門
優良賞「私たちの学校」 ※全国大会出場
ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門
最優秀賞「みやこさいがいエフエム」 ※全国大会出場

第３４回岩手県高等学校総合文化
祭放送部門 兼
第５８回NHK杯全国高校放送コンテ
スト岩手県大会

全日本ジュニア男女体重別柔道選
手権大会

ボート

第３７回東北高等学校ボート選手権大会


