
平成２５年度 大会結果 （前期）

運動部
高総体県大会

男子1500m 飛鳥方朋之 ４位 東北大会出場
男子走高跳 小林歩夢 ４位 東北大会出場
女子走幅跳 加藤理子 ４位 東北大会出場

第６５回岩手県高等学校総合
体育大会 バスケットボール

競技

＜1回戦＞宮古８６－６４江南義塾
＜2回戦＞宮古９４－８８黒沢尻北
＜3回戦＞宮古８０－９９大船渡

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会 バスケットボール競技

＜1回戦＞宮古１３８－１６沼宮内
＜2回戦＞宮古６６－５２水沢商
＜3回戦＞宮古７５－６２盛岡四
＜4回戦＞宮古３７－７３盛岡三

ベスト１６

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会バレーボール競技 男子

宮古 ０－２ 一戸

１回戦 宮古 ２-１ 盛岡一
２回戦 宮古 ２-０ 釜石・住田
３回戦 宮古 １-２ 一関一
男子学校対抗 １回戦 宮古３－０西和賀

２回戦 宮古３－０千厩
３回戦 花巻農業３－０宮古
＜ベスト１６＞

男子ダブルス１回戦 野崎・小林３－１門岡・昆（花農）
２回戦 張・石井（専北）３－０野崎・小林
２回戦 武藤・須藤３－０小山・菅原（関一）

３回戦 細野・加鬮（大野）３－１武藤・須藤

＜ベスト１６＞
男子シングルス １回戦 佐藤（花北青雲）３－０小林

武藤３－０鈴木（大船渡東）
２回戦 武藤３－２山崎（専北）

須藤３－０渡辺（一戸）
３回戦 五十嵐（花北）３－１武藤
＜ベスト３２＞

須藤３－０尾形（専北）
４回戦 町田（専北）３－１須藤
＜ベスト１６＞

男子シングルス
・ベスト１６ 須藤

（東北大会出場）

女子学校対抗 １回戦 宮古３－０岩手女子
２回戦 宮古３－１平館
３回戦 盛岡誠桜３－０宮古

＜ベスト１６＞
女子ダブルス１回戦 山内・小林３－２及川・菊池（盛二）

２回戦 三浦・惠平（大野）３－１山内・小林

女子シングルス １回戦 細野（盛四）３－２前川
岩間３－２西村（久慈）
山内３－２大村（軽米）

２回戦 中嶋（盛二）３－０岩間
２回戦 惠平（大野）３－０山内

第67回東北高等学校
卓球選手権大会

男子シングルス
１回戦 鈴木（宮城・東北学院）３－２須藤

第23回岩手県ジュニア選抜ソフトテ
ニス選手権大会

小野寺真優・荻谷理美子
2回戦 ０－４ 伊藤・向井田（盛岡第二）
岩城あかね・刈谷史架
1回戦 ３－４ 高橋・工藤（盛岡第二）
関口帆香・永洞由樹菜
2回戦 ４－２ 小田島・畠山（花巻南）
3回戦 ２－４ 村上・上野（北上翔南）

第65回岩手県高等学校総合体育大
会

個人戦
小野寺真優・荻谷理美子
2回戦 ４－１ 内田・永田（盛岡第三）
3回戦 ３－４ 中澤・片山（一関第一）※ベスト３２
岩城あかね・刈谷史架
2回戦 ２－４ 大和田・瀬川（盛岡第二）
関口帆香・永洞由樹菜
2回戦 １－４ 佐々木・遠藤（水沢）

第65回岩手県高等学校総合体育大
会

【男子 団体戦】
1回戦 宮古 ３－０ 釜石商工
2回戦 宮古 ０－３ 一関第二
１回戦 宮古 １－０ 盛岡南

（延長）

２回戦 宮古 ０－３ 大船渡

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会陸上競技

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会バレーボール競技 女子

第65回岩手県高等学校
総合体育大会卓球競技

第65回岩手県高等学校総合体育大
会サッカー競技（男子）



１回戦 宮古 ２－１ 釜石

準々決勝 宮古 ０－７ 水沢
リーグ戦 宮古７－８３黒沢尻北 ３位 東北総体出場

宮古２６－３１黒沢尻工
宮古２８ ２２盛岡工

第６４回東北高等学校ラグビーフット
ボール大会

一回戦 宮古 ２４－５４ 福島県立磐城高校

５位決定戦 宮古 ２２－５ 仙台市立仙台工業
高校

男子団体試合予選リーグ第一試合 対関工○（５－０）
第二試合 対盛南△（１－３）予選リーグ敗退
女子２回戦 対久慈○（１－０）
３回戦 対関一○（２－０）
準決勝 対盛南△（０－２） ３位
男子60kg級 森航平 第2位 2位 東北大会出場
男子60kg級 名取誉生 ベスト８
男子73ｋｇ級 中村大和 ベスト8
女子５７ｋｇ級 三河詩織 第３位 ３位
女子６３ｋｇ級 福士泰佳 第２位 ２位 東北大会出場
女子６３ｋｇ級 佐々木澪 ベスト８
男子60kg級 森航平 第３位
女子57ｋｇ級 三河詩織 第３位
女子63ｋｇ級 福士泰佳 第２位

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会空手道競技

男子団体組手

準決勝 本校 １－４ 釜石 第３位

女子団体組手

１回戦 本校 ５－０ 宮古北
準決勝 本校 ２－３ 釜石 第３位

男子個人形
ベスト８ 長谷川星弥、芳賀優輝、福浦康平

男子個人組手
１回戦敗退 岡﨑達也
２回戦敗退 長谷川星弥、八木光太、福浦康平

女子個人組手
２回戦敗退 佐々木くるみ、吉田琴音
３回戦敗退 坂本静香 第５位 東北大会出場

第３５回東北高等学校空手道選手
権大会

女子個人組手

１回戦敗退 坂本静香
第65回岩手県高等学校総合体育大
会ソフトボール競技

１回戦 宮古 ０－１１ 千厩

男子団体戦 ベスト８
女子団体戦 予選リーグ敗退
男子個人戦 堀合：２回戦敗退、吉田：１回戦敗
退、横山：３回戦敗退、伊藤：１回戦敗退
女子個人戦 大久保：第３位、澤口：２回戦敗退、
袰岩：２回戦敗退

大久保が東北選手権大
会出場

男子団体戦 ベスト８
女子団体戦 予選リーグ敗退
男子個人戦 堀合：２回戦敗退、吉田：１回戦敗
退、横山：３回戦敗退、伊藤：１回戦敗退
女子個人戦 大久保：第３位、澤口：２回戦敗退、
袰岩：２回戦敗退

大久保が東北選手権大
会出場

男子団体戦 ベスト８
女子団体戦 予選リーグ敗退
男子個人戦 堀合：２回戦敗退、吉田：１回戦敗
退、横山：３回戦敗退、伊藤：１回戦敗退
女子個人戦 大久保：第３位、澤口：２回戦敗退、
袰岩：２回戦敗退

大久保が東北選手権大
会出場

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会サッカー競技（女子）

「第６５回岩手県高等学校総合体育大会ラグ
ビーフットボール競技」

第65回岩手県高等学校総合体育大
会柔道競技

全日本ジュニア柔道体重別選手権
大会県選考会

第６５回岩手県高等学校総合体育
大会剣道競技



第65回岩手県総合体育大会ヨット競
技

○男子FJ級
・ソロ競技
第１位 宮古B（金澤 淳②、大森 将樹③）
第２位 宮古C（菅原 鷹嶺②、湊 崇之②）
第４位 宮古A（鎌田 海斗③、鳥居 祐樹③）
第５位 宮古D（阿部 孔亮②、福士 幸太②、

菅原 拓紀②）
・デュエット競技
第１位 宮古高等学校
○女子FJ級
・ソロ競技
第１位 宮古B（千葉 百華③、中島 奈津美③）
第２位 宮古A（伊藤 未波③、佐々木 悠里③）
第５位 宮古C（長谷川 碧②、大川 七海②、

川戸 望里②）
・デュエット競技
第１位 宮古高等学校

○男子
宮古B
宮古C
宮古A
○女子
宮古B
宮古A
宮古C
以上東北大会進出
※入賞は第３位まで

第53回東北高等学校ヨット選手権大
会

○男子FJ級
・ソロ競技
第１位 宮古B（金澤 淳②、大森 将樹③）
第６位 宮古A（鎌田 海斗③、鳥居 祐樹③）
第８位 宮古C（菅原 鷹嶺②、湊 崇之②）
・デュエット競技
第１位 宮古高等学校
○女子FJ級
・ソロ競技
第１位 宮古A（千葉 百華③、中島 奈津美③）
第２位 宮古B（伊藤 未波③、佐々木 悠里③）
第４位 宮古C（長谷川 碧②、大川 七海②、

川戸 望里②）
・デュエット競技
第１位 宮古高等学校

○男子
宮古B
宮古A
宮古C
○女子
宮古A
宮古B
宮古C
以上全国大会進出
※入賞は第６位まで

男子舵手付クォドルプル第２位 東北大会出場
男子ダブルスカル第３位 東北大会出場
女子舵手付クォドルプル第２位（Aクルー） 東北大会出場
（新人クラス女子舵手付クォドルプル第１位）※Bクルー 東北大会出場
男子舵手付クォドルプル準決勝敗退
男子ダブルスカル予選敗退
女子舵手付クォドルプル予選敗退（２クルーとも）
男子舵手付クォドルプル第２位
男子ダブルスカル第６位
女子舵手付クォドルプル第２位（Aクルー）
女子舵手付クォドルプル第４位（Bクルー）
女子シングルスカル（中澤）第４位
１回戦 宮古 １３－１ 金ヶ崎
２回戦 宮古 ０－５盛岡市立

第65回岩手県高等学校総合体育大
会第54回登山競技

【男子 学校対抗】
総合点８３．０点

第5位（出場15校中）

＜アナウンス部門＞
最優秀賞（１位）清水わかな 全国大会へ
優秀賞（２位）赤沼涼香 全国大会へ
予選敗退 久坂千明
予選敗退 加藤あかり
予選敗退 西野将弘
＜朗読部門＞
優秀賞（２位）佐々木瑞乃 全国大会へ
予選敗退 山崎美希
予選敗退 昆奨貴
予選敗退 三浦花菜子
予選敗退 櫻野璃子
＜ラジオドキュメント部門＞
優良賞（４位）「希望を声にして」 全国大会へ
創作ラジオドラマ部門
入選（３位）「Change my life」
テレビドキュメント部門
入選（６位）「CINEMA MIND」
＜創作テレビドラマ部門＞
予選敗退「君のために…」
予選敗退「direct」

平成２５年度国体選考会

春季高校野球岩手県大会

第36回岩手県高等学校総合文化祭
放送部門大会 兼 第60回NHK杯全
国高校放送コンテスト岩手県大会

第65回岩手県高等学校総合体育大会ボート競技

第３９回東北高等学校ボート選手権大会


