
平成２９年度部活動各種大会記録 
野球部   

■第６４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 
   １回戦      大船渡 ０－６ 高  田 
   敗者復活１回戦  大船渡 ５－２ 釜  石 
   敗者復活２回戦  大船渡 ７－０ 大  槌 
   第３代表決定戦  大船渡 ４－５ 釜石商工 
■第９９回全国高等学校野球選手権岩手大会 
   ２回戦      大船渡 ５－３ 盛岡北 
   ３回戦      大船渡 ２－３ 花巻南  （３回戦敗退） 
■秋季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸南地区予選 

１回戦      大船渡 ３－２ 釜石商工 
   ２回戦      大船渡 ７－０ 住田   （７回コールド） 
   決勝       大船渡 ５－４ 釜石   （気仙地区第１代表） 
■秋季東北地区高等学校野球岩手県大会 
  ２回戦      大船渡 ０－４ 盛岡中央 （２回戦敗退） 

■いわて国体記念 第１回１年生野球交流岩手県大会沿岸南地区予選 
            大船渡 １０－４  釜石商工   
             大船渡  ３－１１ 釜石  
            大船渡  ９－２  大船渡東  
             大船渡  ８－３  高田  
 沿岸地区代表決定戦  大船渡 １０－４  宮古 （沿岸地区代表） 
■いわて国体記念 第１回１年生野球交流岩手県大会 
   １回戦      大船渡  ３－４  水沢 （１回戦敗退） 
 

バレーボール部（男子） 

■第６９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 ２－１ 紫波総合  

2 回戦 大船渡 １－２ 盛岡第三 

■第７０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 

 1 回戦 大船渡 ０－２ 花北青雲 

■第６５回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 

 1 回戦 大船渡 ０－２ 種市 

 

バレーボール部（女子） 

■第６９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 ２－０ 専大北上 
２回戦 ２－０ 盛岡第一 

 ３回戦 ０－２ 花巻南 
■第７０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 

 １回戦 ２－０ 盛岡南  

 ２回戦 ０－２ 一関修紅 

■第６５回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技 

 １回戦 ２－０ 花北青雲 

 ２回戦 ０－２ 盛岡第二 

 



 

  

 

空手道部 

■第６９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 準優勝 （東北大会出場） 
 女子団体組手 ３位  （東北大会出場） 
 男子個人組手 ３位 高萩 雅矢  （東北大会出場） 
 女子個人組手 ５位 佐々木 唯花 （東北大会出場）  
■第３９回東北高等学校空手道選手権大会 
女子個人組手 １回戦  佐々木唯花 ０－２ 佐藤萌花(酒田南)  
男子個人組手 １回戦  高萩雅矢  ０－５ 與齊英誇(男鹿工業)  
女子団体組手 １回戦 ３－０ 勿来工業  

        ２回戦 ０－４ 石巻市立桜坂  
  男子団体組手 ２回戦 １－４ 能代松陽 
■新人大会県大会 
 男子個人形 １年 佐々木長政 ベスト８  
 個人組手 +68 ㎏級 １年 佐々木長政 第１位(東北選抜出場)  
 個人組手 +59 ㎏級 １年 志田裕香  第２位(東北選抜出場)  
 個人組手 -68 ㎏級 ２年 泉田祥汰  第３位  
 男子団体組手 第２位(東北選抜出場)  
 女子団体組手 第３位 
■第３１回東北高等学校空手道選抜大会 
男子個人組手+68kg 級 佐々木長政 ０－４ 菅原健人（秋田県・大館国際情報学院）２回戦敗退  
女子個人組手+59kg 級 志田裕香  ０－７ 佐藤純華（宮城県・仙台育英）    １回戦敗退  
男子団体組手 大船渡 ０－５ 秋田工業  １回戦敗退 

 

ソフトテニス部（男子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 
 団体戦 １回戦 ②－１ 盛岡商業 
     ２回戦 １－② 千厩 
 個人戦 千葉雅隆・新沼英樹 １回戦 ④ －３ 久慈 
               ２回戦 １－④ 盛岡工 
     熊谷泰成・道又綾  ２回戦 ④－３ 盛岡三 
               ３回戦 ④－３ 一関二 
               ４回戦 ０－④ 岩手 （東北大会出場） 

■第６０回東北高等学校ソフトテニス選手権大会 
 個人戦 熊谷泰成・道又綾  １回戦 １－④ 羽黒 

■新人大会県大会 
団体戦 １回戦 ②－１ 大船渡東 

     ２回戦 １―② 一関一  

 個人戦 千葉・道又  ２回戦 ④―０ 盛岡工業 
            ３回戦 ０―④ 久慈工業 （県選抜インドア大会出場） 
■選抜室内ソフトテニス県大会 
 個人戦 千葉・道又  １回戦 ２－④ 宮古工業 （１回戦廃退） 
 

ソフトテニス部（女子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 
 団体戦 １回戦 ③－０ 盛岡中央 



 

  

     ２回戦 ②－０ 盛岡農業 
     ３回戦 ０－② 一関学院 ベスト１６ 
 個人戦 嶋村瑞香・遠藤美礼 １回戦 ④－０ 一関学院 
               ２回戦 １－④ 花巻南 
     高橋幸花・保科萌  １回戦 ０－④ 北上湘南 
■新人大会県大会 
団体戦 １回戦 大船渡 ２－１ 花巻東 

     ２回戦 大船渡 １－２ 盛岡三（２回戦敗退） 
個人戦 佐藤・保科（大船渡）４―０ 一関二 

               ０－４ 黒沢尻北 （県選抜インドア大会出場） 
■選抜室内ソフトテニス県大会 
 個人戦 佐藤・保科（大船渡）０－４ 黒沢尻北 （１回戦敗退） 
 

陸上競技部 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技 
女子４００ｍ 新沼 瑠菜 １分０１秒１３ 第５位 
女子８００ｍ 小松 未夢 ２分２４秒６０ 第６位 
やり投げ   今野 明音 ３５ｍ８２   第４位 

          〃    七種   ３９６３点   第２位 
４×１００ｍＲ      ５０秒２０        第５位（大津 岩渕 新沼 今野） 

■第７２回東北高等学校陸上競技大会   
女子４００ｍ     新 沼 瑠 菜 １分００秒７０ 予選敗退  

  女子８００ｍ     小 松 未 夢 ２分２２秒３９ 予選敗退  

  女子４×１００ｍＲ  ５０秒６１   予選敗退  

  女子やり投      今 野 明 音 棄権  

  女子７種競技     今 野 明 音 ３７９９点 第９位／２４名 

■第６８回岩手県高等学校新人大会 

 女子８００ｍ 小松 未夢 ２分２１秒３６ 第３位 
■第２２回東北高等学校新人陸上競技選手権大会 

 女子８００ｍ 小松 未夢 ２分２４秒２３ 予選敗退 
■第６８回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会 
 第１４位 ２時間２７分４１秒（平田 新沼 金野 森 熊谷 泉田 吉田） 

■第２９回全国高等学校女子駅伝競走大会岩手県予選会 

 第 ６位 １時間２０分０４秒（阿部 小松 朝倉 臼井 菊地） 

■第７６回一関・盛岡間駅伝競走大会 

 第 ８位 ２時間５６分０７秒（吉田 森 金野 新沼 熊谷 平田） 

 

バドミントン部 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会バドミントン競技 
男子学校対抗 ２回戦 ３－１ 盛岡農業 
       ３回戦 ０－３ 専大北上 
女子学校対抗 １回戦 ３－０ 花泉 
       ２回戦 １－３ 盛岡第一 
男子ダブルス  金野天晴・金野惇玖 ２回戦 ０－２ 盛岡市立 
女子ダブルス  千葉千晴・大畑美夕 ２回戦 ０－２ 水沢第一 
男子シングルス 金野惇玖 ２回戦 ２－１ 専大北上 
             ３回戦 ０－２ 盛岡市立 
■新人大会県大会 



 

  

 ＜団体戦＞   
男子 大船渡 ２－３ 西和賀（１回戦敗退）  
女子 大船渡 ０－３ 大東  （１回戦敗退） 
 ＜ダブルス＞  
男子 金野・佐々木（大船渡） ０－２ 盛岡市立（１回戦敗退）  
 ＜シングルス＞ 
男子 金野（大船渡） ２－１ 盛岡市立  
                 ０－２ 前沢    （２回戦敗退） 

水泳部 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技 
 女子４００M リレー １２位 新沼薫乃 村上麗奈 鈴木響子 新沼杏佳    ５分２６秒２７  
 女子１００M 自由形 １４位 新沼薫乃      １分１７秒３６  
            ２２位 村上麗奈     １分２４秒５７  
            ２３位 佐々木恵利佳 １分２７秒５３  
 男子１００M 自由形 ２３位 新沼柊人    １分０３秒２７  
 女子２００M 平泳ぎ  １３位 鈴木響子      ３分３３秒５８  
            １５位 藤田葵子       ３分５０秒２４  
            １７位 新沼杏佳       ３分５３秒０５  
 女子 ５０M 自由形  １８位 新沼薫乃       ３５秒０１  
            ２８位 佐々木恵利佳   ３６秒８３   
                      ３０位 村上麗奈       ３７秒９３  
 男子 ５０M 自由形  ２３位 新沼柊人      ２８秒５９  
 女子１００M 平泳ぎ  １５位 鈴木響子     １分３７秒１１  
            ２４位 新沼杏佳       １分４６秒７６  
                      ２６位 藤田葵子       １分４８秒０６  
■新人大会県大会 9 月 21 日～23 日（雫石町・県営屋内温水プール）  
 １００M 自由形 女子  19 位 新沼杏佳  1:18.22 26 位 佐々木恵利佳 1:27.78  
  ５０M 自由形 女子  18 位 新沼杏佳  34.85   21 位 佐々木恵利佳 37.28  
■平成 29 年度 スイミングフェスティバル 
 1 年 新沼杏佳 女子  50ｍ自由形   33.03 37 位/ 132 人中   
          女子 100ｍ自由形 1:16.65 57 位/ 66 人中 
 

サッカー部 

■第 69 回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技（ベスト 16） 
１回戦 大船渡 ４－０ 福岡 
２回戦 大船渡 ３－１ 花巻北 
３回戦 大船渡 １－２ 盛岡市立 
 
■第 96 回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会（ベスト 16） 
１回戦 大船渡 ６－０ 水沢一 
２回戦 大船渡 ５－０ 釜石 
３回戦 大船渡 １－５ 盛岡中央   
 
■第 52 回岩手県高等学校新人サッカー大会（ベスト 16） 
２回戦 大船渡 １－０ 盛岡四  
３回戦 大船渡 ０－７ 遠野    
 
■高円宮杯 U18 サッカーリーグ 2017 i.LEAGUE Division2-A  



 

  

（全 14 節）１０勝３分１敗（2 位） 
（入替戦） 大船渡 ３－２ 盛岡北 （i.LEAGUE Division1 に昇格） 
 

弓道部（男子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会弓道競技 
 男子団体 予選敗退 
■第３６回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会 
 男子団体 予選敗退 
■第５６回岩手県高等学校新人大会 
 男子団体 予選敗退 
 

弓道部（女子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会弓道競技 
 女子団体 予選敗退 
■第３６回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会 
 女子団体 予選敗退 
■第５６回岩手県高等学校新人大会 
 女子団体 予選敗退 
 

卓球部（男子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技 
学校対抗 
１回戦 大船渡３－１黒沢尻北 
２回戦 大船渡０－３一関二 

■新人大会岩手県大会 
１回戦 大船渡３－１花巻南  
２回戦 大船渡０－３前沢 ２回戦敗退 

 

卓球部（女子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会卓球競技 
学校対抗 
２回戦 大船渡２－３花巻農業 
個人戦ダブルス 
１回戦 澤田ひより・新沼真優１－３高橋・鈴木（北上翔南） 
１回戦 村上由真・菊池夢衣３－１小野寺・伊東（一関二） 
２回戦 村上由真・菊池夢衣０－３大野・千田（大野） 
個人戦シングルス 
１回戦 菊池夢衣１－３須藤（千厩） 
１回戦 村上由真３－２菅原（水沢） 
２回戦     ３－０川村（盛岡四） 
３回戦     ０－３大野（大野） ベスト 32 

■岩手県卓球選手権大会兼全日本予選会（ジュニア二次） 

１回戦 新沼真優１－３古舘（石鳥谷スポーツ少年団）  

１回戦 菊池夢衣３－１菊池乃愛（盛岡市立）  

２回戦     ０－３佐々木（一関第二） 

１回戦 佐々木累名３－１小野寺（一関修紅）  



 

  

２回戦      ０－３長岩楓子（専大北上） 

■新人戦岩手県大会 
学校対抗 
１回戦 大船渡３－０盛岡農業  
２回戦 大船渡０－３盛岡市立 ２回戦敗退 
個人戦ダブルス  
１回戦 新沼真優・澤田ひより１－３鎌田・堤（盛岡市立）  
１回戦 菊池夢衣・佐々木累名１－３佐々木・佐藤（大東）  
個人戦シングルス  
１回戦 菊池夢衣１－３桑島（専大北上）  
１回戦 澤田ひより１－３金澤（盛岡市立）  
１回戦 新沼真優３－１阿部（盛岡市立）  
２回戦     ３－２千葉（宮古）  
３回戦     ０－３村上（盛岡第二） ベスト 32 

■全国高等学校選抜卓球大会岩手県予選会 

５回戦 菊池夢衣０－３須藤麻友 ベスト 16 

５回戦 新沼真優０－３遠藤花菜 ベスト 16 

佐々木累名 ベスト 32 

 

バスケットボール（男子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会 
  １回戦 ９８－４６ 水沢商業 
  ２回戦 ７６－６２ 花巻南 
  ３回戦 ６６－１００ 岩手 
 

バスケットボール（女子） 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技【３回戦敗退】 
  ＜１回戦＞ 大船渡 ６４－５４ 北上翔南  
  ＜２回戦＞ 大船渡 ６７－４４ 山田   

＜３回戦＞ 大船渡 ３３－８８ 盛岡第三 
■第３８回岩手県高等学校選抜ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会兼第 70 回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会【ﾍﾞｽﾄ 16】 

＜１回戦＞ 大船渡 ５５－４８ 軽米・葛巻 
＜２回戦＞ 大船渡 ３９－７９ 盛岡市立 

■第６３回岩手県高等学校新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会【２回戦敗退】 
＜２回戦＞ 大船渡・大船渡東 ５０－７０ 福岡 
 

柔 道 

■第６９回岩手県高等学校総合体育大会 （久慈市） 
  男子団体試合 ベスト８ 
  予選リーグＭブロック  ３－２宮古 
              ５－０盛農 
  決勝トーナメント１回戦 ４－１関二 
  決勝トーナメント２回戦 ０－５盛南   ベスト８ 
  女子団体試合 
  大船渡・高田 ０－３ 花巻東 

男子個人試合 
  ６０ｋｇ級 鈴 木 新之助 第３位 東北大会出場 



 

  

  ６６ｋｇ級 千 葉 慎 平 ベスト１６ 
  ７３ｋｇ級 千 葉 真之介 ベスト１６ 
        佐々木 寛 治 ３回戦敗退 
        上 野 貴 裕 ３回戦敗退 

８１ｋｇ級 石 川 蒼 磨 ベスト１６ 
        齋 藤 聡 志 １回戦敗退 
        上 野 貴 裕 ３回戦敗退 

女子個人試合 
  ７０ｋｇ級 津 嶋 胡 桃 １回戦敗退 
■第６７回東北高等学校柔道大会 （八戸市） 

男子個人試合 
  ６０ｋｇ級 鈴 木 新之助 １回戦敗退 
■第５０回岩手県高等学校１・２年体重別柔道大会（盛岡市） 

男子個人試合 
  ２年６０ｋｇ級 鈴 木 新之助 第３位  
  １年６０ｋｇ級 宮 城 隆 宜 １回戦敗退 
  １年７３ｋｇ級 上 野 貴 裕 ベスト８ 

１年８１ｋｇ級 石 川 蒼 磨 ２回戦敗退 
          齋 藤 聡 志 １回戦敗退         
■第６２回岩手県高等学校新人柔道大会 （北上市） 
  男子団体試合 ベスト１６ 
   トーナメント２回戦 ４－１宮商 
   トーナメント３回戦 ０－５盛南   ベスト１６ 
  １１月２２日、２３日に開催される選手権大会出場権獲得 

男子個人試合 
  ６０ｋｇ級 鈴 木 新之助 ベスト１６ 
        宮 城 隆 宜 １回戦敗退 
  ７３ｋｇ級 上 野 貴 裕 ２回戦敗退 

８１ｋｇ級 石 川 蒼 磨 ２回戦敗退 
        齋 藤 聡 志 １回戦敗退 
        上 野 貴 裕 ３回戦敗退 

女子個人試合 
  ６３ｋｇ級 菊 池 亜 美 ベスト８ 
■第４０回全国高等学校柔道選手権大会岩手県大会（盛岡市） 
男子団体試合 １回戦 大船渡 ５人残し 〇 盛岡中央 
 

ソフトボール 

■第６９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 16－7 宮古  
3 回戦 大船渡 1－22 花巻東 ベスト１６ 

■第９回岩手県高校女子ソフトボール大会釜石気仙地区予選 
 大船渡 10－9 釜石 
 大船渡 20－7 高田 地区１位 県大会出場 
■第９回岩手県高校女子ソフトボール大会 岩手県大会 
 １回戦 大船渡 3－9 遠野 
■新人大会県大会 
 １回戦 大船渡 ６－５  盛岡市立  
 ２回戦 大船渡 ６－１３ 花北青雲 （２回戦敗退） 
■岩手県高等学校新人選抜大会  



 

  

 大船渡 ０－１４ 千厩  
 大船渡 ０－７  専大北上 ※敗者戦 
 

報道部 

■第４０回岩手県高等学校総合文化祭送部門大会兼第６４回 NHK 杯全国高校放送コンテスト県大会 
アナウンス部門 予選敗退 
新沼温斗 坂本 絃  

朗読部門 予選敗退    
川原遥奈 菊地翔介 瀧澤志歩 中村 円 冨澤純子 

■第４０回岩手県高等学校総合文化祭新聞コンクール 

タブロイド判・その他の部門 

 奨励賞 大船渡高校新聞 第９８号 

■第４０回岩手県高等学校総合文化祭送部門大会兼第３５回岩手県高等学校放送新人大会 

アナウンス部門 予選敗退 

 千葉有紗 佐藤珠憂 

朗読部門 予選敗退 

 中村円 須藤星香 冨澤純子 瀧澤志歩 川原遥奈 

           

囲碁将棋部 

■第４１回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権岩手県大会 
団体戦 Ａリーグ  
大船渡Ａ（岩渕颯太・熊谷颯士・三浦柊登）  
  Ａ２リーグ １勝２敗 
  ０－３ 水沢Ａ  
   ０－３ 盛岡一Ａ  
   ３－０ 黒沢尻北Ａ   
  ５位決定戦  
   ０－３ 盛岡市立Ａ  第６位入賞  
大船渡Ｂ（髙橋自然・及川颯希）  
  Ｂβリーグ ２勝２敗 
  １－２ 花巻南Ｂ  
   １－２ 水沢Ｂ３  
   ３－０ 福岡Ｂ２  
   ２－１ 盛岡市立Ｂ２  
個人戦（段級位認定戦）  
 岩渕颯太 ２勝２敗  ６級認定  
 熊谷颯士 ３勝１敗  ９級認定  
 三浦柊登 ４勝０敗 １２級認定  
 及川颯希 ２勝２敗 １４級認定  
 高橋自然 １勝３敗  
■第３９回岩手県高等学校将棋大会   
 男子個人戦Ａ級 出場 
 熊谷 颯士 ３回戦敗退（ベスト１６）  
 岩渕 颯太 高橋 自然  三浦 柊登  
 男子個人戦Ｂ級 出場 
 及川 颯希 菅野 晃樹  
 男子個人戦Ｃ級 出場 
 斎藤 智仁 岡崎 智明 佐々木義仁 大森 聖也 佐々木和人 山野目尊政 



 

  

 男子団体戦Ａ級  
 大船渡Ａ（岩渕颯太・熊谷颯士・高橋自然）  
  予選リーグ １－２ 盛岡第一Ａ  
        ０－３ 岩手Ａ４  
        ３－０ 岩手Ａ５   １勝２敗で予選リーグ敗退  
  敗者戦   ２－１ 一関第一Ａ２  
 男子団体戦Ｂ級  
 大船渡Ｂ１ ３勝２敗（菅野晃樹・三浦柊登・及川颯希）  
        １－２ 盛岡第三Ｂ５  
        ３－０ 盛岡市立Ｂ３  
        １－２ 盛岡農業Ｂ２  
        ２－１ 盛岡第四Ｂ２  
        ２－１ 水沢Ｂ３    
 大船渡Ｂ２ ２勝３敗（斎藤智仁・山野目尊政・岡崎智明）  
        ０－３ 盛岡第三Ｂ３  
        ０－３ 水沢Ｂ３  
        ２－１ 盛岡工業Ｂ７  
        ２－１ 盛岡市立Ｂ３  
        １－２ 釜石Ｂ２     
 大船渡Ｂ３ ２勝３敗（大森聖也・佐々木義仁・佐々木和人）  
        ０－３ 一関工業Ｂ１  
        ２－１ 盛岡工業Ｂ３  
        ２－１ 釜石Ｂ２  
        ０－３ 岩手Ｂ１  
        ０－３ 青松支援Ｂ   
 
 
 
 
 
平成２９年度岩手県高等学校セミナーサポート事業「岩手県高校生囲碁講習会兼高校級別囲碁大会」 

三浦柊登（２－５）Ｄクラス １勝２敗  

及川颯希（２－５）Ｅクラス ２勝２敗  

 

 
第１６回岩手県高等学校文化連盟将棋竜王戦 
個人戦Ａ級 
 三浦 柊登（２－５）  ３敗 
男子個人戦Ｂ級 
 及川 颯希（２－５）３勝２敗 
 菅野 晃樹（２－３）２勝３敗 
男子個人戦Ｃ級 
 大森 聖也（１－４）４勝１敗→第４位決定戦で敗戦（第５位相当） 
 斎藤 智仁（２－２）４勝１敗 
 安田  海（１－２）３勝２敗 
 菊池 貴大（２－３）３勝２敗 
 佐々木義仁（１－１）２勝３敗 
 岡崎 智明（２－３）２勝３敗 
 佐々木和人（１－２）１勝４敗 
 山野目尊政（２－１）１勝４敗 
 



 

  

 
第２６回岩手県高等学校文化連盟囲碁新人大会  

 

男子個人戦 Ｄ級 三浦 柊登 ２勝２敗 

      Ｄ級 及川 颯希 １勝３敗 

      Ｆ級 長谷川 響 ２勝２敗 

      Ｆ級 菊池 貴大 ４勝   Ｆ級１位 １３級認定 

      Ｆ級 武藏 悠雅 ３勝１敗      １４級認定 

 

男子団体  Ａリーグ 

大船渡（三浦・及川・長谷川）  

  予選    勝利 

  決勝リーグ ０勝３敗で第４位入賞  

Ｂリーグ 

大船渡Ｂ１（菊池・武藏・－） １勝２敗 

 

 
第３６回岩手県高等学校文化連盟将棋新人大会 
男子個人戦Ａ級 
三浦 柊登（２－５）１回戦敗退 敗者戦 ３勝１敗 計３勝２敗 １級認定 
 
男子個人戦Ｂ級 
安田  海（１－２） ４勝１敗  ４級認定 
大森 聖也（１－４） ３勝２敗  ５級認定 
菅野 晃樹（２－３） ３勝２敗  ５級認定 
及川 颯希（２－５） ３勝２敗  ５級認定 
菊池 貴大（２－３） ２勝３敗  ６級認定 
斎藤 智仁（２－２） １勝４敗 
 
男子個人戦Ｃ級 
藤原 竜生（２－３） ４勝１敗  ７級認定 
武藏 悠雅（２－５） ４勝１敗  ７級認定 
岡崎 智明（２－３） ２勝３敗 
山野目尊政（２－１） ２勝３敗  ９級認定 
佐々木義仁（１－１） ２勝３敗 
長谷川 響（２－４） １勝４敗 １０級認定 
 
男子団体戦Ａ級 
大船渡Ａ（三浦・及川・武藏） 
 予選リーグ   ２敗で敗退 
 敗者戦   １勝１敗 トータル １勝３敗 
 
男子団体戦Ｂ級 
大船渡Ｂ１（菅野・藤原・菊池）  ２勝３敗 
大船渡Ｂ２（岡崎・山野目）    １勝４敗 
大船渡Ｂ３（斎藤・長谷川）      ５敗 
大船渡Ｂ４（大森・安田・佐々木義）３勝２敗 
 
 
 
 



 

  

 
 

吹奏楽部 

■碁石海岸観光まつり 出演 
■大船渡市産業まつり 出演 
■客船「にっぽん丸」出港イベント 出演 
■サマーコンサート２０１７ 開催 ７／２２ リアスホール 
■全日本吹奏楽コンクール沿岸地区大会 金賞（県大会出場） 
■全日本吹奏楽コンクール岩手県大会  銀賞 
■全日本アンサンブルコンテスト釜石気仙支部大会 
 金賞(県大会出場） フルート四重奏 
 金賞 クラリネット四重奏，金管八重奏         
銀賞 打楽器五重奏，サクソフォーン五重奏，ホルン三重奏，クラリネット五重奏 

■全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会 
 金賞（東北大会出場） フルート四重奏 
■全日本アンサンブルコンテスト東北大会 
 ○賞 フルート四重奏 

音楽部 

■平成２９年度気仙芸術祭第２８回合唱フェスティバル出演 ７／２３ 
■第６９回全日本合唱コンクール岩手県大会 優良賞 ８／２６ 

JRC 同好会 

平成２９年度岩手県高等学校文化連盟国際理解専門部 JRC 委員会高校生大会参加 ７／４ 
       １年 佐藤海斗 

新田佑  
       ２年 佐々木麻依 
平成２９年度岩手県青少年リーダーシップ・トレーニング・センター参加 ７／３１～８／２ 

１年 佐藤海斗 
新田佑  

       ２年 佐々木麻依 
平成２９年度岩手県高等学校文化連盟国際理解専門部 JRC 委員会活動発表会参加 １０／４ 
       １年 佐藤海斗 

新田佑  
       ２年 佐々木麻依 
平成２９年度青少年赤十字スタディー・センター参加（予定） ３／２２～３／２６  

１年 新田佑  
 

書道部 

■平成２９年 第１３回岩手日報高校書展 ８／５ 
・入 選 ２年 戸田葉那 

■平成２９年 第２３回長野県現代書藝展 １２／９～１２／１０ 
・奨励賞 ２年 千葉慧己 
        佐々木妃佳里 
        佐藤莉華 
        川原知恵 

１年 大坂眞心 
鈴木泉悠    



 

  

■平成２９年 第２６回国際高校生選抜書展  
  ・入 選 ３年 三浦 萌 

２年 佐々木妃佳里 
川原知恵  

          佐藤莉華 
          千葉慧己 
          戸田葉那 

１年 鈴木泉悠 
菊池美里    

 

演劇部 

■自主公演（於リアスホール）『青い鳥』５／２８ 
■平成２９年度岩手県南地区高等学校演劇合同発表会 優秀賞 演技賞（３年熊谷衡） 
■第４０回岩手県高等学校総合文化祭演劇部門 優秀賞第１席 
■第５０回東北地区高等学校演劇発表会 優良賞 最優秀俳優賞（２年新沼温斗） 

美術部 

■第 29 回読書感想画岩手県コンクール高校生部門 
〈自由図書〉 
最優秀賞 2 年 白圡 恵 
優秀賞  2 年 橋本 佳奈 
優良賞  1 年 三浦 あかり 
奨励賞  2 年 伊藤 梨沙子 
奨励賞  2 年 吉田 雪希 
 
■2017（平成 29 年度）ハートフルエイズデーポスターコンクール 
 
最優秀賞（知事賞） 1 年 平山 優 
優秀賞       1 年 村上 来未 
優秀賞       1 年 佐々木美空 
 
■第 40 回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展【第 55 回県下高校美術展】 
 
〈絵画部門〉 
特賞 2 年 吉田 月 
入選 2 年 村上 瑞季 
入選 1 年 佐々木美空 
入選 1 年 山下 森人 
入選 1 年 平山 優 
入選 3 年 地野みれい 2 点 
入選 3 年 佐藤なるみ 
 
〈デザイン部門〉 
入選 2 年 大和田彩水 
特賞 2 年 白圡 恵 （全国展 2018 信州大会 推薦） 
入選 2 年 村上 瑞季 
入選 2 年 千田真由香 
入選 1 年 大和田史苑 
特賞 1 年 三浦あかり 



 

  

入選 1 年 熊谷 采和 
入選 1 年 佐々木美空 
入選 1 年 本田 綾音 
入選 1 年 熊谷 悠花 
入選 3 年 菅野朔太郎 
入選 3 年 川原みなみ 
 
（立体部門） 
入選 １年 三浦あかり 
入選 １年 山下 森人 
入選 ３年 菅野朔太郎 
入選 ３年 佐藤なる美 
 
■大船渡ビジネスプラン 2017 ポスター 
採用 2 年 吉田 月 
採用 2 年 大和田彩水 

茶道部 

■岩手南学校茶道交流会 参加（１，２年茶道部員 19名） 

10 月 22 日（日）（胆沢地区勤労者センター） 

 

 

平成２８年度 部・同好会活動報告 

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 
   １回戦      大船渡 ５－０ 久慈東 
   ２回戦      大船渡 ４－６ 一関学院 
 

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 

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  冨澤拳真  優勝（東北大会・インターハイ出場）  

女子個人形  松田ほのか ベスト８  

男子個人組手 冨澤拳真  ５位（東北大会出場）  

女子個人組手 岩脇、松田ほのか 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） 

ソフトテニス部（男子） 

 

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 

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 
 
 

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   （３回戦敗退）  

        今野泉奈子・大畑美夕  （初戦敗退）  

女子シングルス 伊藤真名、 金野光紗  （初戦敗退）  

男子シングルス  金野惇玖        （初戦敗退） 

 

水泳部 

 

サッカー部 

第 68 回岩手県高等学校総合体育大会   
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 （ベスト１６） 

弓道部（男子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会  
   男子団体 予選敗退 
 



 

  

弓道部（女子） 

■第 68 回岩手県高等学校総合体育大会  
   女子団体 ベスト１６ 
   女子個人 ３－５蕨野ゆい 第２位（インターハイ出場） 
 

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） 
 

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） 

           村上由真・新沼真優  （１回戦敗退） 
森下莉江・澤田ひより （１回戦敗退） 

個人戦 シングルス 阿部裕里、氏家如菜、谷地双葉、村上由真、 
      千葉英恵       （１回戦敗退）  

 
 
 

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 
  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 
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 
 

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 


