
平成２８年度運動部各種大会記録 
野球部   

■第６３回春季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸南地区予選【県大会出場 地区第３代表】 
  ＜  １回戦  ＞ 大船渡 ③－１ 大船渡東 
  ＜ 代表決定戦 ＞ 大船渡 ４－⑦ 釜石商工  
  ＜第３代表決定戦＞ 大船渡 ⑤－３ 住  田 
 
■第６３回春季東北地区高等学校野球岩手県大会【２回戦敗退】 
  ＜  １回戦  ＞ 大船渡 ⑤－０ 久慈東 
  ＜  ２回戦  ＞ 大船渡 ４－⑥ 一関学院 
 
■第９８回全国高等学校野球選手権岩手大会【３回戦敗退】 
  ＜  ２回戦  ＞ 大船渡 ⑩－０ 五校連合（６回コールド） 
  ＜  ３回戦  ＞ 大船渡 ２－７ 宮古 
         
■第６９回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸南地区予選【予選敗退】 

＜  １回戦  ＞   大船渡 ③－２ 釜石商工 
  ＜ 代表決定戦 ＞   大船渡 ０－④ 高田  
  ＜敗者復活 2 回戦＞   大船渡 ⑩－０ 大槌  （６回コールド）  
＜敗者復活第 3 代表決定戦＞ 大船渡 １－⑧ 釜石商工（７回コールド）  
 
 

バレーボール部（男子） 

■第６８回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 
  〈  １回戦  〉 大船渡 ②－０ 一関工業 
  〈  ２回戦  〉 大船渡 ０－② 盛岡誠桜 
■平成２８年度 ビーチバレー岩手県大会 
  佐々木（優）・志田 組  準優勝（全国大会出場） 
  佐藤    ・澤  組  ２回戦敗退 
  佐々木（京）・三浦 組  初戦敗退 
  今野    ・菊池 組  初戦敗退 
 
■第１５回全日本ビーチジュニア男子選手権大会【決勝トーナメント進出】 
  予選グループ戦  大船渡 １－２ 長野 
           大船渡 １－０ 岡山（天候不良によりこれ以降１セットマッチ） 
  決勝トーナメント 大船渡 ０－１ 宮崎 
 
■第 69 回全日本バレーボール高等学校選手権釜石気仙地区予選会【地区一位通過】 

〈  １回戦  〉 大船渡 ②－０ 釜石商工 
  〈  ２回戦  〉 大船渡 ②－０ 釜石 
  〈  ３回戦  〉 大船渡 ②－０ 大船渡東 
  〈  ４回戦  〉 大船渡 ②－０ 高田 
 
■第 69 回全日本バレーボール高等学校選手権岩手県大会【２回戦敗退】 
  〈  １回戦  〉 大船渡 ② － ０ 一関工業 
  〈  ２回戦  〉 大船渡 ０― ② 水沢工業 
 



 

  

 
■第 64 回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 釜石・気仙地区予選 【地区一位通過】 
  〈  １回戦  〉  大船渡 ②―０ 大船渡東 
  〈  ２回戦  〉  大船渡 ②―０ 釜石 
  〈  ３回戦  〉  大船渡 ②－０ 釜石商工 
  〈  ４回戦  〉  大船渡 ②－０ 高田 
 
■第 64 回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 【ベスト８】 
  〈  １回戦  〉  大船渡 ②－０ 北上翔南 
  〈  ２回戦  〉  大船渡 ②―１ 盛岡誠桜 
  〈  ３回戦  〉  大船渡 ０―② 不来方 
 

バレーボール部（女子） 

■第６８回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 
  〈  １回戦  〉 大船渡 ０－② 一関第一 
 
■平成２８年度ビーチバレー岩手県大会 
  佐藤・上部 組  初戦敗退 
  山口・新沼 組  ２回戦敗退 
  道下・黒澤 組  準優勝 
 
■第６９回全日本バレーボール高等学校選手権大会岩手県予選会 釜石・気仙地区予選会 
【地区一位通過】 ※総当たりリーグ戦 
  大船渡 ②－０ 大船渡東 
  大船渡 ②－０ 釜石商工 
  大船渡 ②－０ 住田 
  大船渡 ②－０ 釜石 
  大船渡 ②－０ 大槌 
 
■第６９回全日本バレーボール高等学校選手権大会岩手県予選会 
【ベスト８】 
  〔 １回戦 〕 大船渡 ②－１ 盛岡第三 
  〔 ２回戦 〕 大船渡 ②－０ 福岡 
  〔 ３回戦 〕 大船渡 ０－② 盛岡市立 
 
■第６４回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 釜石・気仙地区予選会 
【地区二位通過】 ※総当たりリーグ戦 
  大船渡 ０－② 高田 
  大船渡 ②－０ 釜石 
  大船渡 ②－０ 釜石商工 
  大船渡 ②－０ 大槌 
  大船渡 ②－０ 大船渡東 
 
■第６４回岩手県高等学校新人バレーボール大会   
【ベスト８】 

〔１回戦〕大船渡 ②－０ 不来方 
  〔２回戦〕大船渡 ②－０ 水沢第一 

〔３回戦〕大船渡 ０－② 盛岡誠桜 
 
 



 

  

空手道部 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会空手道競技 
男子個人形 冨澤 優勝（東北大会・IH 出場）  

女子個人形 松田 ベスト８  

男子個人組手 冨澤 ５位（東北大会出場）  

女子個人組手 岩脇、松田 ５位（東北大会出場）  

男子団体組手 準優勝（東北大会出場）  

女子団体組手 ３位（東北大会出場） 

■第 34 回岩手県高等学校新人空手道大会 

   男子個人組手 高萩 ３位（東北選抜出場） 

   男子個人組手 鈴木 ベスト８ 

女子個人組手 佐々木 ベスト８ 

男子団体組手 準優勝（東北選抜出場） 

ソフトテニス部（男子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 

個人戦  

  １回戦 道又練・道又綾   ２－④ 盛岡一 

 ２回戦 村上颯哉・新沼英樹 ２―④ 金ケ崎 

 ２回戦 熊谷真人・川口裕大 ④―１ 岩手 

 ２回戦 熊谷泰成・海山大拓 ３―④ 盛岡商 

 ２回戦 黒田知・若杉拓真  １－④ 久慈 

３回戦 熊谷真人・川口裕大 ３―④ 宮古商業 

 

 団体戦  

  ２回戦 大船渡 ③－０ 北上翔南 

  ３回戦 大船渡 ０－② 一関工業 

 

■第 61 回岩手県高等学校新人大会 

 個人戦  

  １回戦 熊谷真人・中山拓  ④－０ 花巻南 
２回戦 熊谷泰成・道又綾  ２―④ 岩手 

  ２回戦 村上颯哉・新沼英樹 ３－④ 岩手 
  ２回戦 熊谷真人・中山拓  ２―④ 久慈 
 
 団体戦 
  １回戦 大船渡 １－② 宮古  
   

ソフトテニス部（女子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 

個人戦  

  １回戦 及川菜緖・花輪智美 ３－④ 金ケ崎  

 団体戦  

  １回戦 大船渡 １－② 久慈 

 

■第 61 回岩手県高等学校新人大会 

 個人戦 

  嶋村瑞香・遠藤美礼 ２回戦 ④－０ 千厩 



 

  

            ３回戦 ０－④ 盛岡誠桜 

            ベスト３２ 選抜インドア大会出場権獲得 

 団体戦 

  １回戦 大船渡 ③－０ 大野 

  ２回戦     ②－０ 盛岡南 

  ３回戦     ０－② 黒沢尻北 

            ベスト１６ 選抜インドア大会出場権獲得 

 

■第 48回岩手県高等学校選抜室内ソフトテニス大会兼第 42回東北高等学校選抜室内ソフトテニス大会

予選会 

 個人戦 

  嶋村瑞香・遠藤美礼 １回戦 １－④ 黒沢尻北 

 団体戦 

  １回戦 大船渡 １－② 平舘 

 

陸上競技部 

■春季陸上競技会  
田 中 杏 奈 ３０００ｍ １０分３９秒８５ 第３位  
今 野 明 音  やり投    ３１ｍ５９      第２位 

■高総体 
村 上   翼 ４００ｍＨ ５５秒１５    第２位  
田 中 杏 奈 ３０００ｍ １０分３５秒１４ 第６位  
今 野 明 音 やり投   ３３ｍ５６    第２位  
   〃    ７種    ３５７８点    第２位     
以上東北大会出場 

■東北高等学校陸上競技大会  
村 上   翼 ４００ｍＨ 予選  ５６秒３３  
              準決勝 ５６秒５６  
田 中 杏 奈 ３０００ｍ １０分３７秒１８ 第３３位／３６名  
今 野 明 音 やり投   ２９ｍ８３    予選敗退  
   〃    ７種    ３７７８点    第８位／２４名     

■県民体  

新 沼 瑠 菜 少年Ａ（８部）４００ｍ  １分０２秒０８  第６位   

田 中 杏 奈 少年Ａ（８部）３０００ｍ １０分３８秒９８ 第６位   

新 沼 瑠 菜 少年Ａ（８部）走幅跳   ４ｍ９４     第３位   

今 野 明 音 少年Ａ（８部）走幅跳   ４ｍ８７     第５位   

小 松 未 夢 少年Ｂ（９部）８００ｍ  ２分２９秒７９  第６位   

今 野 明 音 少年共通やり投      ３５ｍ９１    第１位   

少年共通 ４×１００ｍＲ   

         大津・新沼・岩渕・今野 ５１秒４７    第６位  

■新人大会 
岩 渕 有 純 ４００ｍ  １分００秒７９  第３位  

新 沼 瑠 菜 ４００ｍ  １分０２秒３４  第６位  

阿 部 風 薫 ３０００ｍ １０分３３秒２１ 第３位  

田 中 杏 奈 ３０００ｍ １０分３９秒６１  第５位  

今 野 明 音 やり投    ３４ｍ７９       第２位  

   〃    七種競技  ３７７０点    第１位 

■東北高等学校新人陸上競技選手権大会  

岩 渕 有 純 ４００ｍ   １分０１秒１４   予選敗退  



 

  

阿 部 風 薫 ３０００ｍ １０分２６秒９９ 第１８位／２４名  

今 野 明 音 やり投    ３５ｍ５０       第１１位／２４名  

   〃    七種競技  ３８８０点    第  ５位／１８名  

■第 28 回全国高等学校女子駅伝競走大会岩手県予選会  

第６位／１８校 

 

バドミントン部 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 

＜団体戦＞  

男子 ２回戦  大船渡 ０－３ 千厩 （初戦敗退）  

女子 ２回戦  大船渡 ３－０ 水沢農業  

   ３回戦  大船渡 ３－２ 盛岡商業  

   準々決勝 大船渡 ０－３ 前沢  （ベスト８）  

 

＜個人戦＞  

女子ダブルス  

伊藤真名・金野光紗 ２－０ 千葉・高階（一関修紅）  

          ０－２ 吉田・森田（市立） ３回戦敗退  

 

今野泉奈子・大畑美夕 ０－２ 岩渕・三浦（一関二） 初戦敗退  

 

女子シングルス  

伊藤真名 ０－２ 長岡（前沢） 初戦敗退  

金野光紗 ０－２ 伊藤（一関二）初戦敗退  

 

男子シングルス  

金野惇玖 ０－２ 吉田（花北青雲）初戦敗退 

 
■第 61 回岩手県種目別バドミントン選手権大会 

＜ダブルス＞  

男子  

２回戦  

 菅崎・近江      ０－２ 鈴木・鈴木（水沢一）  

 金野（惇）・金野（天）不戦勝 土橋・曽根（盛岡農）  

３回戦   

 金野（惇）・金野（天）０－２ 吉田・阿部（前沢）  

 

女子  

１回戦  

 岡崎・村上 ２－０ 遠山・佐藤（一関学院）  

２回戦  

 岡崎・村上 ２－０ 菅原・二上（花泉）  

 大畑・千葉 ０－２ 岩渕・阿部（水沢一）  

３回戦  

 岡崎・村上 ０－２ 楢木・本堂（盛岡市立）  

 

＜シングルス＞  

男子  

１回戦  



 

  

 佐々木慧士郎 １－２ 阿部（一関学院）  

 金野天晴   ０－２ 菊池（花巻北）  

 

女子  

１回戦  

 千葉千晴 １－２ 八重柏（千厩）  

２回戦  

 大畑美夕 ２－１ 氏家（一関修紅）  

３回戦  

 大畑美夕 ０－２ 佐藤（花北青雲） 

 

■第 56 回岩手県高等学校新人大会 

 

＜団体戦＞  

 男子 ２回戦  大船渡 ３－０ 水沢農業  

    ３回戦  大船渡 ０－３ 盛岡市立 ３回戦敗退 

 女子 １回戦  大船渡 ２－３ 盛岡中央  初戦敗退 

 

 ＜個人戦＞  

 女子ダブルス  

１回戦 

大畑美夕・千葉千晴 ０－２ 羽上・佐々木（盛岡盛桜） 

 

 女子シングルス  

２回戦 

大畑美夕 １－２ 日戸（盛岡市立）  

 

 男子シングルス  

１回戦 

 金野惇玖 １－２ 徳田（盛岡第四） 

水泳部 

 第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技（競泳）（盛岡市立総合プール） 
＜男子＞ 
  50m 自由形 新沼 柊人  出場 
  50m 自由形 菅原 太一  出場 
 100m 自由形 新沼 柊人  出場 
 100m 平泳ぎ 菅原 太一  出場 
＜女子＞ 
  50m 自由形 佐々木恵利佳 出場 
  50m 自由形 村上 麗奈  出場 
  50m 自由形 新沼 薫乃  出場 
 100m 自由形 新沼 薫乃  出場 
 100m 自由形 村上 麗奈  出場 
 100m 平泳ぎ 佐々木恵利佳 出場 
 100m 平泳ぎ 鈴木 響子  出場 
 200m 平泳ぎ 鈴木 響子  出場 
 200m 自由形 今野 千尋  出場（予選第 10 位） 
 800m 自由形 今野 千尋  決勝第 8 位  
 



 

  

第 54 回岩手県高等学校水泳競技新人大会（競泳）（岩手県営屋内プール） 
＜男子＞ 
  50m 自由形 新沼 柊人  出場 
  50m 自由形 菅原 太一  出場 
 100m 自由形 新沼 柊人  出場 
＜女子＞ 
  50m 自由形 佐々木恵利佳 出場 
  50m 自由形 新沼 薫乃  出場 
  50m 自由形 藤田 葵子  出場 
 100m 自由形 新沼 薫乃  出場 
 100m 自由形 村上 麗奈  出場 
 100m 平泳ぎ 佐々木恵利佳 出場 
 100m 平泳ぎ 鈴木 響子  出場 
 200m 自由形 村上 麗奈  出場 
 200m 平泳ぎ 鈴木 響子  出場 
 400m リレー（新沼・藤田・鈴木・村上）出場 
 

サッカー部 

第 68 回岩手県高等学校総合体育大会  ３回戦敗退（ベスト 16） 
１回戦 大船渡 10-0 福岡工業 
２回戦 大船渡 1-0（延長）大槌 
３回戦 大船渡 0-1 江南義塾 
 
第 95 回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会 
２回戦  大船渡  4－0 花巻北 
３回戦  大船渡  0－1 盛岡市立 
 
第 51 回岩手県高等学校総合新人サッカー大会 
１回戦  大船渡  4－0 花北青雲 
２回戦  大船渡  1－2 盛岡商業 
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弓道部（男子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 （県営武道館） 
 男子団体 予選敗退 
■第 35 回全国選抜弓道大会岩手県予選 （県営武道館） 
 男子団体 ベスト８ 
  予選 1 回目 7 中、2 回目 8 中、3 回目 4 中 （予選 19／36 中で 6 位通過）  

準決勝 9 中 （28／48 中で 5 位敗退）  
■第 55 回岩手県新人大会（県営武道館） 
 男子団体 予選敗退 
 男子個人 ２－２柏﨑俊亮 予選通過、順位決定戦敗退 
 

弓道部（女子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会 （県営武道館） 
 女子団体 ベスト１６ 



 

  

 女子個人 ３－５蕨野ゆい 第２位 
■第 46 回東北高等学校弓道選手権大会 （宮城県弓道場） 
 女子個人 ３－５蕨野ゆい （予選５／８中で予選敗退） 
■第 61 回全国高等学校弓道大会（インターハイ） （鳥取県立武道館） 
 女子個人 ３－５蕨野ゆい （予選敗退） 
■第 35 回全国選抜弓道大会岩手県予選 （県営武道館） 
 女子団体 予選敗退  

予選 1 回目 4 中、2 回目 3 中、3 回目 6 中 （予選 13／36 中で予選敗退）  
■第 55 回岩手県新人大会（県営武道館） 
 女子団体 予選通過（20/40）決勝トーナメント進出  

      一回戦 対水沢   13-11 勝ち  

      準決勝 対大船渡東 10-9 勝ち  

      決勝  対不来方  7-12 負け 第 2位、射道優秀賞受賞 
 女子個人 ２－５佐々木智枝 予選敗退 
 

山岳部 

 

卓球部（男子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会（一関） 
 学校対抗 １回戦 大船渡 １－③ 黒沢尻北 【１回戦敗退】 
 個人戦 ダブルス  

山﨑海・石橋璃久【２回戦敗退】 
  １回戦 ③－２ 千葉・佐藤（水沢工）  

       ２回戦 ０－③ 西舘・萩荘（一関工） 
 
■第 62 回岩手県高等学校新人卓球大会 
学校対抗 男子１回戦 １－３盛岡四高 
個人戦 シングルス 

石橋 璃久【２回戦敗退】 

       １回戦 ③－２ 澤田一輝（宮古高）  
      ２回戦 ０－③ 砂子拓海（専大北上高） 

 

卓球部（女子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会（一関） 
 学校対抗 １回戦 大船渡 ③－０ 盛大附属  
      ２回戦 大船渡 ③－２ 盛岡一  
      ３回戦 大船渡 ０－③ 大野  【ベスト１６】  
個人戦 ダブルス 
     阿部裕里・氏家如菜【２回戦敗退】 

       １回戦 ③－０ 下斗米・道合（種市）  
      ２回戦 ２－③ 千葉・佐々木（一関二） 

村上由真・新沼真優【１回戦敗退】 
１回戦 １－③ 黒田・堀内（宮古商） 

森下莉江・澤田ひより【１回戦敗退】 
       １回戦 ０－③ 伊東・須藤（千厩）  
個人戦 シングルス  

阿部裕里 １回戦 ２－③ 佐々木楓佳（盛岡四）  



 

  

      氏家如菜 １回戦 ０－③ 浅間里緒奈（水沢）  
      谷地双葉 １回戦 １－③ 田村安貴奈（花巻北）  
      村上由真 １回戦 １－③ 遠藤花菜（盛岡二）  
      千葉英恵 １回戦 ０－③ 上家利菜（岩泉） 

 【全員１回戦敗退】  
 
■第 62 回岩手県高等学校新人卓球大会 
学校対抗 ２回戦 ③－０盛岡中央高  

      ３回戦 １－③花巻北高   【ベスト１６】東北高校選抜予選会出場  

 個人戦 ダブルス 森下莉江・澤田ひより【１回戦敗退】 

1 回戦 １－③ 細川・廣田（紫波総合高）  

          村上由真・新沼真優【２回戦敗退】 

1 回戦 ③－１ 金野・菅原（千厩高）  

           ２回戦 １－③ 片山・川村（盛岡四高） 

熊谷亜美・熊谷愛香【１回戦敗退】 

1 回戦 ０－③ 石川・加藤（盛岡市立高） 

 個人戦 シングルス 

  千葉 英恵【１回戦敗退】 

1 回戦 ０－③ 髙橋瑞歩（一関第一高）   

      村上 由真【２回戦敗退】 

1 回戦 ③－０ 近藤沙耶（盛岡第二高） 

2 回戦 ０－③ 岡堀碧（大野高）  

      澤田ひより【１回戦敗退】 

1 回戦 ③－０ 大越瑠奈（宮古商業高）  

         2 回戦 ０－③ 千田茉生（大野高） 

 
■第 40回東北高等学校選抜卓球大会県予選会（奥州市総合体育館）  

  予選リーグ  

   対釜石  ３－２  

   対大野  ０－３  

   対花巻北 １－３  

   対金ヶ崎 １－３ ４位リーグへ  

  順位決定リーグ（４位リーグ）  

   対千厩  １－３  

   対一関二 ２－３ 総合順位１２位 

 
 

バスケットボール（男子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会（奥州） 
  １回戦  大船渡 １０１－４０ 岩谷堂 
  ２回戦  大船渡  ５９－９５ 高 田 
 

バスケットボール（女子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会（奥州） 
  １回戦  大船渡 ８５－３８ 葛巻･沼宮内 
  ２回戦  大船渡 ５１－４１ 一関二 
  ３回戦  大船渡 ５０－７７ 白百合  ベスト 16 

柔道 



 

  

■第６８回岩手県高等学校総合体育大会柔道競技（盛岡市 県営武道館）６／２（木）～５（日） 
男子団体予選リーグ     大船渡 ２－３ 福岡 
              大船渡 １－４ 市立 
                        ２敗で予選リーグ敗退  
女子団体試合  １回戦   大船渡 ３－０ 高田 
        ２回戦   大船渡 ０－３ 盛岡南  
男子個人試合６０ｋｇ級   鈴 木 新之助 ２回戦敗退 

６６ｋｇ級   佐々木 寛 治 ベスト１６ 
      ６６ｋｇ級   千 葉 慎 平 １回戦敗退 
      ７３ｋｇ級   千 葉 真之介 １回戦敗退 
 
女子個人試合６３ｋｇ級   菊 池 亜 美 ベスト８ 
              美 野 香菜子 ２回戦敗退 
      ７８ｋｇ級   津 嶋 胡 桃 第３位 
 
■第４９回岩手県高等学校１・２年体重別柔道選手権大会（盛岡市 県営武道館）９／２（金）～３（土） 
 
１年男子個人試合６０ｋｇ級 鈴 木 新之助 ３回戦敗退 
２年男子個人試合６６ｋｇ級 佐々木 寛 治 ３回戦敗退 
        ６６ｋｇ級 千 葉 慎 平 ３回戦敗退 
        ７３ｋｇ級 千 葉 真之介 第３位 
 
女子個人試合  ６３ｋｇ級 菊 池 亜 美 第３位 
        ７８ｋｇ級 津 嶋 胡 桃 第２位 

 
 
 

■第６１回岩手県高等学校新人柔道大会 宮古市民総合体育館 １０／２７（木）～２９(土) 

男子団体試合        大船渡 ４－１  盛農 
              大船渡 ０－５  盛南 
                        ベスト１６   
女子団体試合  １回戦   大船渡 １－１代 花東 
          
男子個人試合６０ｋｇ級   鈴 木 新之助 ベスト８ 

６６ｋｇ級   佐々木 寛 治 ベスト１６ 
      ６６ｋｇ級   千 葉 慎 平 １回戦敗退 
      ７３ｋｇ級   千 葉 真之介 第３位 
 
女子個人試合６３ｋｇ級   菊 池 亜 美 第２位 
      ７８ｋｇ級   津 嶋 胡 桃 第３位 
 

■第３９回全国高等学校柔道選手権大会岩手県大会・富士大学旗争奪高校柔道大会 

花巻市総合体育館 １１／２１（月）～２３（水） 

男子団体試合        大船渡 二人残し○宮古 １回戦敗退          
男子個人試合６０ｋｇ級   鈴 木 新之助 １回戦敗退 
      ７３ｋｇ級   千 葉 真之介 １回戦敗退 
 



 

  

女子個人試合６３ｋｇ級   菊 池 亜 美 第２位 
      無差別級    津 嶋 胡 桃 １回戦敗退 
 
 

ソフトボール 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会ソフトボール競技 
2 回戦  大船渡 ０－ ９ 大東 
 
■第 63 回岩手県高等学校新人大会 
1 回戦  大船渡 ２－１０ 花巻北 
 
 

定時制 
卓球部 

■第 49 回全国高等学校定時制通信制卓球大会 
〈男子個人〉 
  ４年 鈴木康平 
  １回戦 １－３ 新川みどり野（富山） 
■平成 28 年度岩手県高等学校定時制通信制卓球競技秋季大会 
〈男子個人シングルス〉 
  １年 今野翔大郎  予選リーグ敗退 
  １年 道下 翔   予選リーグ敗退 
〈女子個人シングルス〉 
  ３年 細川 歩美  予選リーグ敗退 

バドミントン部 

■平成 28 年度第８回岩手県高等学校新人大会バドミントン競技２部 
〈男子個人シングルス〉 
  ３年 熊谷 広幸  第３位 
  ２年 川上  諒   １回戦敗退 
  ２年 長野 力也  １回戦敗退 
〈女子個人シングルス〉 
  ２年 菊池 美月  ベスト８ 

陸上競技部 

■第 51 回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 
〈女子〉 
  １年 塩口 愛海 
  ２００ｍ   準決勝敗退 
  １００ｍＨ  予選敗退 


