
平成２4年度 大会結果 （前期）

運動部
高総体県大会

800m 多田竜平 ２位
1500m 飛鳥方朋之 ５位
走幅跳 川村乾太 ２位
走幅跳 大砂賀真人 ３位
三段跳 川村乾太 優勝
三段跳 大砂賀真人 ４位
円盤投 中里優美 ３位
４×１００mリレー男 ４位
４×４００mリレー男 ２位
3回戦 宮古78－専大北上60
4回戦 宮古45－盛岡三66 ベスト16
3回戦 宮古80－久慈東71
4回戦 宮古35－盛岡市立87 ベスト16
１回戦 宮古 ２-0 一関工業
２回戦 宮古 0-2 一関修紅
１回戦 宮古 ２-0 一関二高
２回戦 宮古 0-２ 盛岡三高

【男子】
団体１回戦 宮古 ３－１ 軽米

２回戦 宮古 ３－１ 花巻南
３回戦 宮古 １－３ 黒沢尻工（ベスト１６）

個人 福士 ３回戦敗退（ベスト３２）
須藤 ４回戦敗退（ベスト１６）

【女子】
団体１回戦 宮古 ３－１ 盛岡大学付属

２回戦 宮古 ０－３ 水沢
個人 佐々木（真） ３回戦敗退（ベスト３２）

１回戦 宮古 １０－３ 福岡工業
２回戦 宮古 ０－５ 盛岡第一
１回戦 宮古 ５－３ 宮古商業
準々決勝 宮古 ０－３ 花北青雲
１回戦 対不来方 １９－５
準決勝 対盛岡工業 ５－４５
３位決定戦 対黒沢尻北 １２－５９ ※４位

陸上 東北大会出場
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【男子団体】
１回戦 宮古 ２－１ 大東

宮古 ０－３ 黒沢尻工
個人戦
関川悠斗・下瀬川賢太
1回戦 ４－２ 碁石・笠水上（久慈工）
2回戦 ２－４ 菅野・千葉（黒北）
団体戦
1回戦 １－２ 一関工
2回戦 ０－３ 盛岡工業
【女子団体戦】
1回戦 ３－０ 大船渡東
2回戦 ２－１ 金ヶ崎
3回戦 ０－２ 福岡
【女子個人】
小野寺真優・太田紗永
2回戦 ４－１ 氏家・菅原（高田）
3回戦 １－４ 千葉・佐々木（北上翔南）
岩城あかね・刈屋史架
2回戦 ２－４ 菊池・伊藤（高田）
豊峯榛夏・田中葵
2回戦 ３－４ 栗本・村上（水沢）
関口帆香・荻谷理美子
1回戦 １－４ 白澤・重茂（盛岡女子）
久坂・竹林 ベスト１２
男子団体試合 ベスト１６
女子団体試合 優勝 ※ ＩＨ・東北大会出場
男子個人戦60ｋｇ級 3位 森航平 ※ 東北大会出場

個人戦 福士泰佳 優勝 ※ ＩＨ・東北大会出場
個人戦 古里裕香 ２位 ※ 東北大会出場
個人戦 佐々木碧衣 優勝 ※ ＩＨ・東北大会出場
女子団体組手 宮古 2-3 大船渡 1回戦敗退
男子団体組手 宮古 1-4 釜石商工 1回戦敗退

ソフトボール ２回戦 宮古 ２－９ 大船渡（５回コールド）

剣道

【男子団体】
予選リーグ
○宮古３－１花巻東 ○宮古４－０水沢農

決勝トーナメント
１回戦 宮古１－２盛岡商○

【女子団体】
予選リーグ
○宮古５－０盛岡市立

決勝トーナメント
準々決勝 ○宮古４－０一関一
準決勝 ○宮古３－１盛岡北
決勝 ○宮古３－２白百合

【男子個人】
黒澤 ４回戦敗退、堀合 ４回戦敗退、若狹 ３回戦
敗退、田畑 ２回戦敗退、横山 ２回戦敗退

【女子個人】
牧原 優勝、大久保 ３位、佐々木 ベスト１６、松
田 ベスト１６、黒柳 ２回戦敗退

【女子団体】
東北大会・インターハイ出
場

【女子個人】
牧原 東北大会・インター
ハイ出場
大久保 東北大会出場

ソフトテニス
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ヨット

○男子FJ級
・ソロ競技
2位 宮古高等学校B（金澤 裕斗 3年，大森 将

樹 2年）
3位 宮古高等学校A（長鈴 知樹 3年，吉田 海

2年）
・デュエット競技
2位 宮古高等学校

○女子FJ級
・ソロ競技
2位 宮古高等学校A（伊藤 未波 2年，袰岩 智

美 3年）
3位 宮古高等学校B（穂高 有美香 2年，佐々

木 悠里 2年）
・デュエット競技
2位 宮古高等学校

女子舵手付きクォドルプル 宮古高校Ａ 第1位 ＩＨ・東北選手権出場
（前田聡美・盛合由華・佐々木ひかり・小林万沙子・根木佳奈 補．佐々木萌・上山愛未）

女子舵手付きクォドルプル 宮古高校Ｂ 第3位 東北選手権出場
（佐々木萌・長沢真衣・菊地真・宮澤美帆・中澤えりか）
女子総合 第2位

登山 総合点92.3点 4位（エントリー14校）

高総体 東北大会
第３８回東北高等学校ボート選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 決勝２着

【女子団体戦】３位
【女子個人戦】７０ｋｇ級 佐々木碧衣３位

第67回東北高等学校陸上競技大会
兼秩父宮賜杯第65回全国高等学校
陸上競技対校選手権大会東北地区
予選会

【女子】
円盤投 ６位 中里優実

IH出場

第53回全国高校ヨット選手権大会東
北地区予選会

○男子FJ級
・ソロ競技
４位 宮古高等学校B（金澤 裕斗 3年、大森 将

樹 2年）
９位 宮古高等学校A（長鈴 知樹 3年、鳥居 祐

樹 2年、 鎌田 海人 2年）
・デュエット競技
３位 宮古高等学校

○女子FJ級
・ソロ競技
１位 宮古高等学校A（伊藤 未波 2年、袰岩 智

美 3年）
５位 宮古高等学校B（穂高 有美香 2年、佐々

木 悠里 2年）
８位 宮古高等学校Ｃ（千葉 百華 2年、中島 奈

津美 2年）
・デュエット競技
2位 宮古高等学校

IH出場

その他
５７ｋｇ級 福士泰佳 1回戦敗退
７０ｋｇ級 佐々木碧衣 ２位

文化部
放送部

ラジオドキュメント部門 最優秀賞（１位） 全国大会出場
アナウンス部門 優良賞（５位） 黒田遥 全国大会出場

入選（７位） 飯田瑞帆
朗読部門 入選（７位） 佐々木瑞乃

入選（８位） 山崎美希
入選（９位） 前川瑞希

テレビドラマ部門 予選落ち
テレビドキュメント部門 予選落ち
ラジオドラマ部門 予選落ち

第３５回岩手県高等学校総合文化
祭放送部門大会 兼

第５９回ＮＨＫ杯全国高等学校放送
コンテスト岩手県大会

ボート

第62回東北高等学校柔道大会

第15回全日本ジュニア柔道体重別
選手権大会東北予選会


