
宮古高校 主な部活動記録（8月以降）

平成２４年度全国高等学校総合体育大会

陸上 円盤投 中里優美 予選落ち

【女子団体戦】

１回戦 宮古（岩手）２－０ 高岡龍谷(富山)

２回戦 宮古（岩手）０－３ 創志学園（岡山）

【女子個人戦】

５７ｋｇ級 福士 泰佳 1回戦敗退

７０ｋｇ級 佐々木 碧衣 １回戦敗退

剣道

【女子団体】
予選リーグ
△宮古２－２日吉ヶ丘(京都)△
宮古０－４帝京第五(愛媛)○ ※予選敗退

【女子個人】
牧原美佳 ２回戦敗退

ヨット

女子舵手付きクォドルプル 準々決勝進出

前田聡美・盛合由華・佐々木ひかり・小林万沙子・根木佳奈

県大会上位進出・東北大会等
【運動部】
陸上

1500m 飛鳥方朋之 ３位 東北新人出場
走幅跳 加藤理子 ２位 東北新人出場
走高跳 小林歩夢 ４位 東北新人出場
1500m 飛鳥方朋之 決勝進出 １０位
走幅跳 加藤理子 入賞無し
走高跳 小林歩夢 入賞無し

卓球

第58回岩手県高等学校
新人卓球大会卓球競技

【男子団体】
２回戦 ３－１ 黒沢尻北
３回戦 ２－３ 金ヶ崎（ベスト１６）
【男子シングルス】
須藤健太 ベスト１６

須藤健太
被災者枠で、全国
選抜大会出場

柔道

○男子FJ級
・ソロ競技
37位 宮古高等学校B（金澤 裕斗 3年、大森 将樹 2年）
46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
19位 宮古高等学校

○女子FJ級
・ソロ競技
13位 宮古高等学校Ｂ（伊藤 未波 2年、袰岩 智美 3年）
32位 宮古高等学校Ａ（千葉 百華 2年、佐々木 悠里 2年、中島

奈津美 2年）
・デュエット競技
９位 宮古高等学校

ボート

第６３回岩手県高等学校
新人陸上競技大会

第１７回東北高等学校新
人陸上競技選手権大会



ラグビー
第９２回全国高等学校ラグ
ビーフットボール大会岩手
県大会

準々決勝 対不来方 ５２－５
準決勝 対黒沢尻工業 ５８－１２ ３位

準々決勝 対盛岡南 ９０ － ０
準決勝 対黒沢尻工業 １２ － ３２
３位決定戦 対盛岡工業 ２９ － １４ ４位

柔道
【男子団体】
２回戦 宮古 ５－０ 岩手高
３回戦 宮古 １－２ 不来方 （ベスト１６）
【女子団体】
２回戦 宮古 ３－０ 大槌
３回戦 宮古 ３－０ 岩谷堂
準決勝 宮古 ２－０ 盛岡中央
決勝 宮古 ２－０ 一関学院 （2年連続2
回目）
【男子個人試合】
６０ｋｇ 名取 誉生 ベスト８
６６ｋｇ 黒澤 力也 ベスト８
７３ｋｇ級 中村大和 ３位
【女子個人試合】
５７ｋｇ 三河 詩織 ベスト８
６３ｋｇ 福士 泰佳 １位
６３ｋｇ 佐々木 澪 ２位
【男子団体】
１回戦 宮古 1人残し○ 久慈
【女子団体】
１回戦 宮古２－０大船渡
準決勝 宮古２－０福岡
決勝 宮古２－０一関学院 （2年連続2回 全国・東北大会へ
【男子個人試合】
７３ｋｇ 中村 大和 ３位 東北大会出場
【女子個人試合】
６３ｋｇ 福士 泰佳 １位 全国・東北大会へ

空手
男子団体形 第2位・東北大会出場 東北大会出場
女子団体形 第2位・東北大会出場 東北大会出場
女子団体組手 1回戦 宮古 3-1 大船渡
準決勝 宮古 2-3 釜石 （第3位）

男子団体組手 準決勝 宮古 3-2 大船渡 東北大会出場
決勝 宮古 0-5 釜石商工（第2位）

剣道

第５７回岩手県高等学校
新人剣道大会

【女子団体】
予選リーグ
○宮古２－０盛岡商業

決勝トーナメント
準々決勝 ○宮古０－４盛岡第四 ※ベスト８

【女子個人】
大久保 優勝、澤口 ３回戦敗退、袰岩 ３回戦敗
退

大久保が個人戦を
制したが、個人戦
は全国大会も東北
大会も無し。

第45回岩手県高等学校新人
ラグビーフットボール大会

第５７回岩手県高等学校
新人柔道大会

第３５回全国高等学校柔
道 選手権大会岩手県

大会

第30回岩手県高等学校新
人空手道大会



ヨット

第46回岩手県高等学校新
人大会ヨット競技

○男子FJ級
ソロ競技
2位 宮古高校B（金澤 淳 1年、大森 将樹 ２
年）
3位 宮古高校A(鎌田海斗 ２年、鳥居 祐樹 ２
年）
4位 宮古高校C（菅原 鷹嶺 1年、関畑 衆人 1
年、湊 崇之 1年）
5位 宮古高校D(阿部孔亮 1年 福士 幸太 1
年、菅原 拓紀 1年）
男子デュエット
1位 宮古高校
○女子FJ級
ソロ競技
1位 宮古高校B（千葉 百華 ２年、中島 奈津美
２年）
2位 宮古高校A(伊藤 未波 ２年、佐々木 悠里
２年）
5位 宮古高校C（長谷川 碧 1年、大川 七海 1
年、川戸 望里 1年）
女子デュエット
1位 宮古高校

ボート
男子舵手付きクォドルプル 宮古高校Ａ 第２位 東北選抜出場
千村良典・湊俊顕・吉濱佳太・宮本栄一・秋元俊哉
女子舵手付きクォドルプル 第２位 東北選抜出場
菊地真・中澤えりか・満山莉沙・宮澤美帆・長沢真衣
女子シングルスカル 第３位
（上山愛未）
女子総合３位
女子舵手付きクォドルプル 第５位
宮澤美帆・中澤えりか・満山莉沙・上山愛未・佐々木夏香
男子舵手付きクォドルプル 出場
秋元俊哉・湊俊顕・内藤竜成・宮本栄一・三浦克哉

【文化部】
書道
第8回岩手日報高校書展 日報大賞 山岸雅実
美術
第35回岩手県高等学校総合【絵画部門】入選
文化祭美術工芸展 ３年 滝澤 紳 山本 裕貴

佐々木 芳 大戸 視瑠 ２５年度
２年 黒田 萌 安木 南椰子 全国高校総合

遊佐 紀子 文化祭へ出品
１年 小笠原 純香 佐々木愛蘭

【デザイン部門】入選
２年 内舘 美佐 内舘 美紀

臼澤 美波 廣内 真由子
伊藤 あかり（特賞）

１年 伊藤 有紀 芳賀 未都
吹奏楽
全日本吹奏楽コンクール第５０回岩手
県大会（第３５回岩手県高等学校総
合文化祭吹奏楽部門発表会）

高等学校の部 金賞 東北大会進出

全日本吹奏楽コンクール第５５回東北
大会 高等学校の部 銅賞

平成24年度岩手県高等学
校新人大会ボート競技

２年伊藤あかりの
ポスター

第２７回東北高等学校選
抜ボート大会



放送
アナウンス部門
優良賞（６位） 清水わかな 東北大会出場
入選（７位） 赤沼涼香 東北大会出場
入選（８位） 木村愛 東北大会出場
朗読部門
優秀賞（２位） 佐々木瑞乃 東北/全国大会へ
優良賞（６位） 山崎美希 東北大会出場
入選（９位） 熊谷朔矢 東北大会出場
オーディオピクチャー部門
最優秀賞（１位） 「たらふく」 全国大会出場
ラジオキャンペーン部門
最優秀賞（１位） 「クイズわが町知りまshow!!」 東北大会出場
優良賞（８位）「この想い、届け！」 東北大会出場
テレビキャンペーン部門
優良賞（６位）「トコロミオとガロコット」 東北大会出場

文芸
短歌部門 優秀賞 中澤桃子 全国コンクールへ
短歌部門 入選 北村ちひろ 全国コンクールへ
短歌部門 入選 菅野里穂 全国コンクールへ
短歌部門 入選 松下睦美 全国コンクールへ
俳句部門 入選 佐々木佳綾 全国コンクールへ
随筆部門 優良賞 鳥居紗季 全国コンクールへ

第２７回全国高等学校文
芸コンクール

短歌部門 優良賞 菅野里穂

第３５回岩手県高等学校
総合文化祭放送部門大会
兼 第３０回岩手県高等学

校放送新人大会

平成２４年度岩手県高校
生文芸コンクール


