
２０１８年度 部活動等 大会結果 

バレーボール部 

第１回北上カップ高等学校選抜バレーボール選手権   (平成 31 年 3 月 30 日～31 日)  

【結果】  女子の部 第２位  

     優秀選手賞 戸羽 萌 

国語科 

第９回言の葉大賞 ３月２３日（土）国立京都国際会館（京都市左京区宝ヶ池） 

 

２年 熊谷 萌々    入賞  

２年 佐々木佳穂  入賞 

バドミントン部 

リアス高校バドミントン大会（ダブルス） 3 月 2 日 気仙沼市総合体育館  

◆予選リーグ  

【男子１年生】 久保・伊藤  ０勝３敗（予選敗退）  

【女子１年生】 門口・（花泉高） ０勝３敗（予選敗退）  

【男子２年生】 村上・村上  １勝２敗（予選敗退）  

        石川・大和田 ２勝０敗（予選通過）  

        三浦・新沼  ０勝３敗（予選敗退）  

【女子２年生】 川原・菅野２勝１敗（予選通過）  

        岡﨑・平  ０勝３敗（予選敗退）  

        小野寺・平野 ０勝３敗（予選敗退）  

        菊池・千葉  １勝１敗（予選通過）  

◆決勝トーナメント  

【男子２年生】 １回戦 石川・大和田 ２－０ 水沢商業  

         ２回戦     〃    ０－２ 登米総合産業  

【女子２年生】 １回戦 川原・菅野 ０－２ 水沢商業  

              菊池・千葉 ０－２ 水沢商業 

水泳部 

第１４回盛岡市立総合プール公認記録会  日時：２月２４日（日） 会場：盛岡市立総合プール  

 １年 村上  

   女子 ５０Ｍ バタフライ  ３３．９７   ２３位／ ６９人中  

   女子 ５０Ｍ 自由形    ３３．６８   ５２位／１２９人中  

   女子１００Ｍ バタフライ１：１６．２１   ２１位／ ２７人中 

国語科 

第９回言の葉大賞 入賞（賞の詳細は授賞式※で発表）  

 

２年３組 熊谷  

２年５組 佐々木 

バドミントン部 

第 47 回大船渡沿線ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 一関市千厩体育館・武道館 1/27(日） ※すべて団体戦  

 【男子予選リーグ】  



  大船渡高（2 年生：大和田、石川、三浦、村上、村上、 1 年生：久保、伊藤）  

   大船渡 １－２ 一関高専Ａ  

   大船渡 ３－０ 気仙沼向洋Ｂ  

  ※1 勝 1 敗で決勝トーナメント進出  

 【男子決勝トーナメント】  

   大船渡 １－２ 花泉  

 【女子予選リーグ】  

  大船渡高 A（菊池、岡﨑、川原、菅野、千葉、菅野）  

  大船渡高 B（平野、小野寺、平、門口、荒木）  

   大船渡高 A ２－１ 一関修紅  

   大船渡高 A ２－１ 一関高専  

   大船渡高 A １－２ 千厩高 B  

  ※2 勝 1 敗で決勝トーナメント進出  

   大船渡高 B ２－１ 気仙沼  

   大船渡高 B ０－２ 一関一 A  

  ※1 勝 1 敗で決勝トーナメント進出  

 【女子決勝トーナメント】  

   大船渡高 A ２－１ 一関一 B  

   大船渡高 A ０－２ 千厩高 A  ※第 3 位でした  

   大船渡高 B ０－２ 千厩高 B   ※すべて団体戦  

水泳部 

第４１回全国ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 岩手県予選会 １月２７日（日） 盛岡市立総合プール  

 １年 高橋 男子５０Ｍ  平泳ぎ     ３６．１６  

        男子２００Ｍ 平泳ぎ   ２：４８．１２  

 １年 村上 女子 ５０Ｍ バタフライ   ３３．８２  

        女子 ５０Ｍ 自由形     ３３．５２  

        女子１００Ｍ バタフライ １：１６．０３  

大船渡ビジネスプランコンテスト２０１８最終審査 

 シーウィーバル～シーウィード＋フェスティバル～  

 ３年 金野、和泉、若杉、大船渡東高校の生徒 奨励賞  

 

 沿岸の巨大キャンバス～防潮堤が彩る地域の景観～  

 ２年山下、滝澤、下田、大森 優秀賞  

 

 知育菓子でお母さんのお悩み解決！～地域の野菜に新たな価値を～  

 ２年船野、千葉、吉田、小川 奨励賞 

空手道部 

 

第３２回 東北高等学校 空手道選抜大会 2019/1/25～27 三沢市武道館  

 男子個人 形 １年４組 長澤仁 

  ２回戦 負け ０－５ 遠藤選手(平工業)  

 男子団体 形 ベスト８ (２－４佐々木康生、２－２佐々木長政、２－１千葉宗志、１－４長澤仁)  



  １回戦 ５－０ 東海大学山形 

  ２回戦 １－４ 仙台城南   

 女子個人 組手 +59kg 級 ２年２組 志田裕香   

  １回戦 負け １－７ 中村選手(酒田南)   

バレーボール部 

第６６回岩手県高等学校新人大会  

バレーボール競技（女子）  

 ○２回戦   大船渡 － 葛 巻  

   １セット  ２５      ７  

   ２セット  ２５      ４  

 ○３回戦   大船渡 － 盛岡市立  

   １セット  ２５    １７  

   ２セット  ２３    ２５  

   ３セット  ２５    １９  

 ○準々決勝  大船渡 － 花巻南  

   １セット  １４    ２５  

   ２セット  １４    ２５  

 ベスト８進出  

  来年度の高総体県大会の８シード権を獲得 

水泳部 

平成３０年度岩手県冬季選手権水泳競技大会 （盛岡市立総合プール１月１９～２０日）  

  村上 女子５０Ｍバタフライ   ３４．１０  １９位  

      女子５０Ｍ自由形     ３３．５３  ３３位  

 高橋  男子５０Ｍ平泳ぎ     ３６．９２  ２３位  

      男子１００Ｍ平泳ぎ  １：１９．２２  ３５位  

 新沼  女子５０Ｍ自由形     ３３．４４  ３１位  

バスケットボール部 

岩手県新人大会（一関市総合体育館）  

 1/18(金)1 回戦  

  男子 ○大船渡 81－66 金ヶ崎×  

 1/19(土)2 回戦  

  男子 ×大船渡 39－116 黒沢尻工○  

  女子 ×大船渡 54－75 盛岡北○  

陸上競技部 

新春 4 大マラソン 平成 31 年 1 月 14 日 大船渡市  

 女子 10km ロードレース  

  1 位 朝倉楓華  

  5 位 菊池みのり  

 

 男子は健闘したが、入賞者は出なかった。女子は大会記録に 17 秒と迫る好記録で朝倉が見事に優勝を果たし

た。 

バドミントン部 



リアス高校バドミントン大会（シングルス） １／１４（祝・月） 気仙沼市総合体育館  

 【男子 １年生の部】  

  １回戦 佐藤 棄権  

  ２回戦 久保 ０－２ 水沢商業  

       伊藤 ０－２ 一関修紅  

 【男子 ２年生の部】  

  １回戦 三浦 ０－２ 岩谷堂  

       石川 ２－０ 気仙沼向洋  

       村上 ０－２ 登米総合産業  

       村上 ０－２ 岩谷堂  

       新沼 １－２ 水沢商業  

  ２回戦 石川 ０－２ 水沢商業  

       大和田２－１ 岩谷堂  

  ３回戦 大和田０－２ 登米総合産業  

 【女子 １年生】  

  １回戦 門口 不戦勝 気仙沼  

       三浦 １－２ 水沢商業  

  ２回戦 菅野 ２－０ 一関修紅  

  ３回戦 菅野 ０－２ 岩谷堂  

 【女子 ２年生】  

  １回戦 平  不戦勝 気仙沼  

       千葉 ２－０ 迫桜  

       小野寺０－２ 一関一  

       千葉 １－２ 一関一  

       平野 不戦勝 気仙沼  

 ２回戦  平   ０－２ 一関一  

       川原 ２－０ 水沢商業  

       千葉 ２－０ 岩谷堂  

       岡﨑 ２－０ 一関一  

       菊池 ０－２ 一関一  

       平野 ０－２ 一関修紅  

       菅野 ２－０ 気仙沼向洋  

 ３回戦  川原 ２－０ 花泉  

       千葉 １－２ 一関修紅  

       岡﨑 ２－１ 千厩  

       菅野 ０－２ 水沢商業  

 ４回戦  川原 ２－０ 一関一  

       岡﨑 ０－２ 水沢商業  

 準決勝 川原 ０－２ 水沢商業  

 ３位決定戦  

      川原 １－２ 水沢商業 

卓球部 



H30 全国高校選抜大会個人戦県予選  

 男子 新沼拓豊 ベスト 32  

  他 予選ブロック敗退  

 女子 全員予選ブロック敗退 

吹奏楽部 

アンサンブルコンテスト釜石気仙支部大会 12/23（日） 釜石市民ホール  

 クラリネット８重奏   金賞  

 金管８重奏       金賞  

 フルート３重奏     金賞  

 サキソフォーン３重奏 銀賞  

 打楽器３重奏      銀賞  

 管楽５重奏       銅賞  

 ３チームが金賞を受賞したが、県大会への出場はならなかった。  

図書課 

第５１回大船渡市読書感想文コンクール 

 最優秀賞 ２年 佐藤珠憂  

 優秀賞  １年 道畑天音 

サッカー部 

新人戦県大会 １１／１９  (県営運動公園サッカー場）  

 2 回戦 大船渡０－３黒沢尻北（前半０－１、後半０－２） 

図書課 

第 5 回ビブリオバトル in 八戸 11/17（土） 決勝戦  場所 デーリー東北新聞社本社  

 1 年 熊谷秀人 優勝しました  

 ※高校生３名、一般２名、大学生１名がファイナリストとして参加。 

弓道部 

新人戦地区予選 11 月 2 日(金)大槌町営多目的弓道場  

 個人戦の予選。1･2 年男女とも 5 人の枠に入れず。 

バスケットボール部 

新人戦地区予選 11 月 3 日（土）  

 男子 釜石商工 76－104 大船渡  

     釜石 81－71  大船渡  

 女子 高田 78－19  大船渡  

 11 月 4 日（日）  

 女子 釜石商工・大槌 34－47 大船渡  

     大船渡東 69－77 大船渡  

 ☆男女ともに県大会出場決定 （１月１８日～２１日：一関市総合体育館 他）   

バドミントン部 

岩手県バドミントン新人大会 11/1～3 奥州市総合体育館  

 男子団体 1 回戦 ３－１ 盛岡農業  

        2 回戦 ０－３ 前沢  

 女子団体 1 回戦 ０－３ 盛岡誠桜  

 男子個人戦ダブルス 2 回戦 大和田・石川 ０－２ 盛岡市立  



演劇部 

第４１回岩手県高等学校総合文化祭演劇部門発表会  

 上演１１ 大船渡高校『椿と海』優秀賞第１席  

 東北大会(１２月１９日～２３日秋田市)に出場します。 

囲碁将棋部 

第 37 回岩手県高文連将棋新人大会 １０／２６金～２７土 ＠高校会館  

 男子個人戦 A 級  

  安田(2 年) 1 回戦敗退 敗者戦○×○  

  大森(2 年) 1 回戦敗退 敗者戦×○× ３級認定  

 男子個人戦 B 級  

  佐々木(2 年) ○××○○ ５級認定  

  岡﨑(1 年) ××○×○ ６級認定  

 男子個人戦 C 級  

  小花(1 年) ○○××○ ８級認定  

  佐々木(2 年) ××○○○ ８級認定  

  佐藤(1 年) ××○○×  

  佐藤(2 年) ××××○  

 男子団体戦 A 級  

  大船渡 A(大森 安田 佐々木義)  

   ○×○ 盛岡市立 A  

   ××× 岩手 A3  予選リーグ第２位 ５位決定トーナメントへ  

   ××× 福岡 A  

   ×○× 盛岡中央 A     第８位  

 男子団体戦 B 級  

  大船渡 B1(佐藤颯 佐々木和 -)  

   ××× 平舘 B2  

   ××× 盛岡農 B  

   ×○× 福岡 B2  

   ○×○ 盛岡四 B3  

   ××× 盛岡工 B2  

 大船渡 B2(岡﨑 小花 佐藤幹)  

   ○○○ 盛岡三 B5  

   ××○ 花巻南 B  

   ××× 花巻北 B  

   ○×○ 岩手 B  

   ××× 盛岡三 B3 

柔道部 

第６３回岩手県高等学校新人柔道大会 １０月２６日（金）２７日 宮古市民総合体育館  

 男子団体 １回戦   大船渡４－１久慈東  

        ２回戦   大船渡１－２福岡（ベスト１６）  

 ベスト１６に入り１１月の選手権大会出場権獲得    

 男子個人試合６０ｋｇ級 



            宮城   １回戦敗退  

            山田   １回戦敗退  

            石澤   ２回戦敗退  

      ６６ｋｇ級 千葉   ４回戦敗退（ベスト８）  

      ７３ｋｇ級 上野   右手首負傷により棄権  

            刈谷   ３回戦敗退  

      ８１ｋｇ級 齊藤   ４回戦敗退（ベスト８）  

            熊谷   １回戦敗退  

      ９０ｋｇ級 石川   ２回戦敗退  

 女子個人試合４８ｋｇ級 

            井上   １回戦敗退  

バスケットボール部 

第３９回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会兼 

第７１回全国高等学校バスケットボール選手権大会岩手県予選大会  

 女子 不来方 ７４ － ２１ 大船渡 

 男子 盛岡四 ８５ － ６９ 大船渡 

  

卓球部 

平成 30 年度新人大会岩手県大会卓球競技  

 団体  

  男子 大船渡 1-3 黒沢尻工業 一回戦敗退  

  女子 大船渡 3-0 江南義塾  

      大船渡 0-3 一関第一  二回戦敗退  

 シングルス  

  男子 新沼 0-3 多田（福岡工業） 一回戦敗退  

  女子 菊池 3-0 小林（軽米）  

          3-0 菅原（千厩）  

          0-3 千葉（専大北上） 三回戦敗退ベスト 32  

      村上 3-0 紺野（盛岡第四）  

          1-3 桑島（専大北上） 二回戦敗退  

     佐々木 2-3 梅里（盛岡第三） 一回戦敗退  

      澤  1-3 大平（久慈東）  一回戦敗退  

 ダブルス  

  男子 新沼・小松  3-0 工藤・工藤（平舘）  

              0-3 福澤・福島（専大北上） 二回戦敗退  

  女子 菊池・齋藤 3-1 村井・高橋（盛岡第四）  

             0-3 須藤・千葉（宮古）   二回戦敗退  

     佐々木・澤  0-3 袰主・高柳（軽米）   一回戦敗退 

硬式野球部 

第２回１年生野球交流岩手県大会 １０月２８日（日）滝沢球場  

 １回戦 大船渡１－７福岡  

茶道部 



大船渡市民芸術祭参加茶会 期日：１０月２１日（日） 場所：リアスホール  

 参加者：２年生６名  

 所感：裏千家茶会と表千家茶会参加とお点前など行いました。 

報道部 

第４１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】部門  

  優秀賞（第２位相当） 大船渡高校新聞 第９９号  

  奨励賞 大船渡高校新聞 第１００号 

空手道部 

平成３０年度 第３６回岩手県高等学校新人空手道大会 10/20,21 宮古市民総合体育館  

(個人形)  

 １年 佐々木 棄権  

 １年 永澤 仁 優勝  

 ２年 佐々木 予選通過、トーナメント１回戦 0-5 負  

(個人組手)  

 (-53kg 級)  

  １年 菅野 １回戦 0-7 負  

  １年 村上 １回戦 4-0 勝、２回戦 6-6 負  

  １年 志田 １回戦 1-0 勝、２回戦 0-7 負  

 (-59kg 級)  

  １年 佐藤 ２回戦 0-6 負  

 (+59kg 級)  

  ２年 志田 裕香 準決勝 8-0 勝、決勝 0-3 負 第２位  

 (-61kg 級)  

  １年 佐々木 １回戦棄権  

  ２年 佐々木 ２回戦 1-3 負  

  ２年 千葉志 １回戦 4-0 勝、２回戦 0-8 負  

 (-68kg 級)  

  １年 永澤 １回戦 5-0 勝、２回戦 0-3 負  

 (+68kg 級)  

  ２年 佐々木長政 １回戦 6-0 勝、準決勝 3-9 負 第３位  

 (団体形)  

  永澤仁、佐々木成実、佐々木長政 21.6 点 初優勝  

 (女子団体組手)  

  志田 2-8 負、志田 2-7 負、戸羽 0-1 負、村上 5-2 勝、菅野不戦勝 結果 2-3 敗退  

 (男子団体組手)  

  千葉 1-4 負、佐々木 3-5 負、佐々木 3-0 勝、永澤 1-4 負、佐々木 4-1 勝 結果 2-3 準決勝敗退 第３位  

 

 １月に行われる東北大会の結果で、全国選抜大会(和歌山)への出場が決まりますので、東北大会で１つでも勝

てるよう努力します。 

弓道部 

第 37 回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会 １０月１９日（金）２０日（土）岩手県営武道館  



 ３人制  男子３６射１５（５・５・５）中。志田・武蔵・金野、予選通過できず。  

 女子３６射１３（４・３・６）中。神代・金野・道畑・花崎、予選通過できず。  

サッカー部 

第９７回サッカー選手権岩手県大会  

２回戦  １０／１２  (つなぎ多目的運動場）  

 大船渡２－３福岡  

 ※詳細は  

  大船渡（前半１－２）福岡  

  大船渡（後半１－０）福岡  

  大船渡（延長前半０－０）福岡  

  大船渡（延長後半０－１）福岡  

３回戦  １０／１３  (つなぎ多目的運動場）  

 大船渡１－４水沢  

 ※詳細は  

  大船渡（前半１－１）水沢  

  大船渡（後半０－３）水沢  

   

 ※結果ベスト１６ 

国語科 

いわて高校生小論文コンクール 

 優秀賞 「成人式は何度でも」 3 年 髙木 

硬式野球部 

沿岸南地区１年生交流大会 ９月２９日（土）本校グランド  

  １回戦 大船渡９－４大槌・住田連合  

  ２回戦 大船渡１０－６大船渡東  

 １０月８日（月）高田萱中グランド  

  代表決定戦 大船渡６－５高田（延長１０回タイブレーク）  

沿岸地区１年生交流大会  

 １０月１３日（土）本校グランド  

  代表決定戦 大船渡１１－３宮古（８回コールド）  

 沿岸南・北地区を代表して、県大会への出場となった。 

卓球部 

平成 30 年度岩手県ジュニア卓球選手権大会 兼 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県 2 次予選会 

 1 回戦  

  新沼 1-3 伊藤(一関第一）  

  菊池 2-3 千葉(一関第一)  

  澤   0-3 阿部(盛岡市立)  

  齋藤 (対戦相手棄権、不戦勝）  

  佐々木 3-2 山井(福岡)  

 2 回戦  

  齋藤 0-3 須藤(宮古）  

  佐々木 1-3 佐藤(大東中) 



国語科 

第 41 回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門  

 随筆部門 入選 ２年 山下  

 俳句部門 入選 ２年 山下  

 戯曲部門 入選 ２年 菅野 

女子ソフトテニス部 

岩手県高等学校新人大会ソフトテニス １０／６（土）＠山田町  

 １回戦 ③－０ 宮古水産  

 ２回戦 ０－② 久慈  

 １回勝ったのみですが、参加８校により第３位です。 

ＪＲＣ同好会 

岩手県高文連国際専門部ＪＲＣ委員会活動発表会 １０月４日（木） 場所：盛岡赤十字病院 

 １年生６名が高文連国際専門部 JRC 委員会活動発表会に参加しました。本校は１円玉募金活動、古切手・未

使用葉書の回収活動及び国際理解活動等について発表しました。 

陸上競技部 

東北新人大会 （9 月 28 日・秋田県立中央公園陸上競技場）  

 朝倉楓華 女子 1500m  記録 5 分 1 秒 73 予選通過ならず  

バドミントン部 

新人大会釜石気仙地区予選 ９月２９日～３０日（大槌高校） 

 団体戦 男女とも４位通過 

 個人戦 ダブルス 男子 大和田涼太・石川元気４位通過 

             女子 なし 

     シングルス 男女ともなし 

バスケットボール部 

第３９回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会兼第７１回全国高等学校バスケットボール選手権大会釜石

気仙地区予選 （9/29～9/30）  

 9/29  

  女子：釜石× ５７―６２ ○大船渡  

  男子：高田○ ７９―７１ ×大船渡  

 9/30  

  男子：大槌   × ４９―１００ ○大船渡  

     釜石商工 × ７６―１０３ ○大船渡  

 

 男女ともに県大会出場決定（10/26～＠花巻） 

男子バレーボール部 

第 71 回全日本バレーボール高等学校選手権大会 釜石・気仙地区予選会  

場 所：住田町生涯スポーツセンター  

結 果：全敗で地区予選敗退 

女子ソフトテニス部 

新人戦県大会 平成３０年９月２８日（木） 

 個人戦 

  宮沢・芳賀 １回戦敗退 



  大津・大津、佐々木・大和田、菅野・村上 ２回戦敗退 

 ９月２９日（金）団体戦 

  １回戦 ③－０ 大野・久慈工 

  ２回戦 ０－③ 水沢 

卓球部 

新人大会地区予選 9 月 28 日(金) 大船渡市民体育館  

 男子  

  シングルス 新沼（地区推薦 通過）  

  ダブルス  新沼・小松（2 位通過）  

 女子  

  シングルス 菊池（地区推薦 通過）  

         澤（地区推薦 通過）  

         佐々木（1 位通過）  

         村上（4 位通過）  

 ダブルス  菊池・齋藤（地区推薦 通過）  

        佐々木・澤（2 位通過）  

水泳部 

新人戦県大会９月２０～２２日 雫石町 県営屋内温水プール  

男子 

 200M 平泳ぎ 2:52.28   ８位 高橋  

 100M 平泳ぎ  1:17.95 １４位 高橋  

女子 

 200M バタフライ 3:04.77 ６位 村上  

 100M バタフライ 1:18.96 ７位 村上  

 100M 自由形 1:16.51  １５位 新沼  

  50M 自由形   33.02   １１位 新沼  

硬式野球部 

第７１回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会  

 ９月１６日（日）  １回戦 大船渡５－０盛岡第三  

 ９月１７日（月）  ２回戦 大船渡１１－１一戸（７回コールド）  

 ９月１９日(水）  ３回戦 大船渡４－１黒沢尻北  

 ９月２３日(日）  準決勝 大船渡５－７盛岡大付属  

 ９月２４日（月）  ３位決定戦 大船渡１０－１１専修大北上  

 準決勝、３位決定戦ともに、一時はリードする場面もありましたが、勝ちきることが出来ない残念な結果とな

ってしまいました。来春に向けて、地道に取り組んで行きたいと思います。たくさんの応援をありがとうござい

ました。 

サッカー部 

i-league Division1 9/22  第 14 節  (赤崎グランド）  

 大船渡 ０－11 花巻東  （前半０－5、後半０－6） 

茶道部 

南岩手学校茶道交流会  期日：９月１６日（日）  場所：染黒寺（北上市）  

 本校参加者：２年８名、１年２名、計１０名、県南約２０校１８０名ほど参加した交流会でした。  



 来年度は、本校を主幹とし、大船渡開催の予定です。  

陸上競技部 

高校新人大会 9 月 8 日（土）～10 日（月） 北上総合運動公園  

 男子やり投 第 5 位 2 年 今川成世  

 男子 800m  第 6 位 2 年 吉田宜永  

 女子 1500m  第 6 位 2 年 朝倉楓華（東北大会出場） 

硬式野球部 

第７１回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会県南地区予選：釜石平田球場  

 ８月２５日（土）  

  １回戦       大船渡１６－０大船渡東（５回コールド）  

 ８月２６日（日）  

  代表決定戦戦  大船渡１１－３高田（８回コールド）  

 ９月２日（日）  

  １・２位決定戦  大船渡１２－０釜石商工（５回コールド） 

サッカー部 

i-league Division1  9/1  第 13 節  (遠野運動公園多目的運動場）  

 大船渡 ０－14 遠野 2nd （前半０－6、後半０－8） 

ソフトテニス部 女子 

新人戦地区予選 平成３０年８月３１日  

個人戦 

 １回戦 

  小松（１年）・佐藤（１年） ④－０ 住田 

  宮沢（１年）・芳賀（１年） ④－２ 大槌 

  大津（１年）・大津（１年） ④－０ 住田 

  佐々木（２年）・大和田（２年） ④－２ 釜石商工 

２回戦 

  小松・佐藤   ０－④ 高田 

  児玉・後藤   ３－④ 高田 

  宮沢・芳賀   ０－④ 高田 

  大津・大津   ④－２ 釜石 

  佐々木・大和田 ④－０ 大槌 

  菅野（２年）・村上（２年） ３－④ 高田 

３回戦 

  大津・大津   ３－④ 高田  

  佐々木・大和田 ２－④ 高田  

敗者復活戦 

  小松・佐藤 ０－④ 大船渡東 

  菅野・村上 ④－３ 児玉・後藤 

  宮沢・芳賀 ④－１ 釜石 

代表決定戦 

  菅野・村上 ④－０ 小松・佐藤 

  宮沢・芳賀 ④－１ 大槌 



県大会出場 

  大津・大津、佐々木・大和田、菅野・村上、宮沢・芳賀 以上４組 

９月１日 団体戦 

 予選リーグ 

  ③－０ 釜石商工 

  ③－０ 大槌 

 順位決定戦 

  １－② 釜石 

図書課 

全国高等学校ビブリオバトル in 仙台  平成 30 年 8 月 26 日（日） 東北学院大学 ホーイ記念館（仙台市）  

 参加者 坂本美岬（１年）  

 結 果 予選 C ブロック 1 位 決勝戦出場  

      決勝 2 位 

柔道部 

第５１回岩手県高等学校１・２年体重別柔道選手権大会 平成３０年８月２５日（土） 県営武道館  

１年男子６０ｋｇ級 山田 （１年）ベスト８  

     ６０ｋｇ級 石澤 （１年）２回戦敗退  

     ６６ｋｇ級 千葉 （１年）２回戦敗退  

     ７３ｋｇ級 刈谷 （１年）第３位  

     ８１ｋｇ級 熊谷 （１年）１回戦敗退  

２年男子６０ｋｇ級 宮城 （２年）怪我棄権  

     ７３ｋｇ級 上野 （２年）２回戦敗退  

     ８１ｋｇ級 齊藤 （２年）ベスト８  

     ９０ｋｇ級 石川 （２年）ベスト８  

女子  ４８ｋｇ級 井上 （１年）ベスト８ 

サッカー部 

i-league Division1 8/26 第 12 節  (遠野 国体記念公園）  

 大船渡 ０－11 遠野 2nd  （前半０－7、後半０－4） 

英語科 

第 10 回山寺芭蕉記念館英語俳句大会 

 本校 1 年生 162 名が応募。 その結果、第２部（高校生）において、1,008 投句の中から、本校 1 年生の作品

17 句（156 作品が入選句）が入選しました。 

ソフトテニス部女子 

県下高校新人ソフトテニス一関大会 ８月１１日（土） 

 １回戦 小松（１年）・佐藤（１年）  １－④ 北上湘南・千厩  

 ２回戦 菅野（２年）・村上（２年）  ④－１ 盛岡商  

      佐々木（２年）・大和田（２年）④－０ 水沢商  

      大津（１年）・大津（１年）  ④－３ 大東  

      宮沢（１年）・芳賀（１年）  ０－④ 一関二  

      児玉（２年）・後藤（２年）  ３－④ 一関学院  

 ３回戦 菅野・村上   ３－④ 大東  

     佐々木・大和田 ３－④ 北上湘南  



     大津・大津    ④－１ 盛岡三  

 ４回戦 大津・大津   ０－④ 盛岡二 

演劇部 

平成３０年度岩手県南地区高等学校演劇合同発表会 岩手県高等学校演劇発表会 県南地区予選 一関文化セン

ター中ホール 

 優秀賞＝黒沢尻北・大東・大船渡（上演順、３校＝県大会に推薦）  

 創作脚本賞＝大東・大船渡（２本）  

 演技賞＝北上翔南（小瀬悠斗役）、水沢（ちひろ役）、一関第二（荒木隼役、岡本栞役）、千厩（弥生役）、大船

渡（中嶋元気役、咲山椿役） 

陸上競技部 

岩手県民体育大会  

 3 部男子 5000m 第 2 位 平田峻士  

 3 部男子 1500m 第 3 位 吉田宜永  

 3 部男子 800m  第 3 位 吉田宜永  

 9 部女子 1500m 第 3 位 朝倉楓華  

 

 ※3 部は高校 2 年生男子  

  9 部は高校 2 年生女子 

柔道部 

第６５回大船渡市民体育大会柔道競技 ８月１１日（土） 大船渡市盛町 時習館  

 高校生男子の部  

  第１位 齊籐 第２位 上野 第３位 石川、熊谷 

卓球部 

ジュニア 1 次予選(花巻) 7 月 29 日(日  

 1 年 齋藤 、2 年 佐々木・・・以上 2 名が 1 次予選通過  

 これに高総体ｼﾝｸﾞﾙｽ出場の新沼、菊池、澤の 3 名を加えた 5 名が 10 月 8 日(月)に奥州市で行われる 2 次予選

に出場します。 

吹奏楽部 

全日本吹奏楽コンクール岩手県大会  

 高等学校の部 銀賞  

水泳部 

第６６回東北高等学校選手権水泳競技大会 ７月２０日（金） 山形市総合スポーツセンター  

 女子２００M バタフライ 村上 遥香 ３：０７．６７ 予選落ち  

サッカー部 

i-league Division1 7/14  第 10 節  (赤崎グラウンド）  

 大船渡 ０－１７ 専大北上 （前半０－９、後半０－８） 

ソフトボール部 

平成３０年度岩手県高校女子ソフトボール大会釜石気仙地区予選会  ７月１４日（土） 高田高校仮説グラウン

ド  

 ○大船渡 17 - 3 ×高田  

 ○大船渡  5 - 4 ×釜石 

硬式野球部 



第１００回全国高等学校野球選手権記念岩手大会  

 ７月１０日（火）２回戦 大船渡１１－２盛岡第三  

   １４日（土）３回戦 大船渡２－３西和賀  

囲碁将棋部 

第３１回全国高等学校将棋竜王戦岩手県予選  

第１７回岩手県高等学校文化連盟将棋竜王戦  

第２８回岩手県高等学校級別将棋大会兼講習会（セミナーサポート）  

 個人戦Ａ級  

  安田 （２年）１回戦敗退 → 敗者戦×○○  

  大森 （２年）１回戦敗退 → 敗者戦××  

 男子個人戦Ｂ級  

  佐々木（２年）×○○○× ３勝２敗  

 男子個人戦Ｃ級  

  佐々木（２年）×○○×○ ３勝２敗  

  岡﨑 （１年）×○○○× ３勝２敗  

  佐藤 （１年）×○○×× ２勝３敗  

  小花 （１年）×○××○ ２勝３敗  

  佐藤 （２年）××××○ １勝４敗  

サッカー部 

i-league Division1  7/7  第 8 節（遠野運動公園陸上競技場）  

 大船渡 ０－１７ 盛岡商業 2nd  （前半０－７、後半０－１０） 

吹奏楽部 

全日本吹奏楽コンクール沿岸地区大会（7 月 28 日 宮古市民文化会館）  

 高等学校の部 金賞  8 月 5 日(日)に県民会館で行われる県大会に出場します。 

ＪＲＣ同好会 

高文連国際理解専門部 JRC 委員会高校生大会 ７月４日（水）   盛岡赤十字病院  

  参加者 ２年生部員４名    

  発表  ①全国研修報告 新田 

       ②活動報告   鈴木、五安城、佐藤 

サッカー部 

i-league Division1 6/30  第 8 節（遠野運動公園陸上競技場）  

 大船渡 １－１３ 盛岡市立  （前半０－６、後半１－７） 

水泳部 

高総体県大会 平成 30 年 6 月 22 日（金）～24 日（日） 盛岡市営総合プール  

 女子 50Ｍ自由形 新沼   33.49  14 位  

            佐々木  36.95  26 位  

 女子 100Ｍ平泳ぎ 新沼   1:50.05  20 位  

            佐々木  1:58.29  24 位  

 女子 200Ｍバタフライ 村上遥香 3:05.44   7 位 東北大会出場  

 女子 100Ｍバタフライ 村上遥香 1:17.54   9 位  

 男子 200Ｍ平泳ぎ 高橋    2:54.87  15 位  

 男子 100Ｍ平泳ぎ 高橋   1:28.45  32 位 



空手道部 

第 40 回東北高等学校空手道選手権大会 6 月 22 日～24 日 於 秋田県立武道館  

 男子個人形  

  1 年 4 組 永澤仁 2 回戦 VS 青森県弘前学院聖愛・加藤選手  

            フラッグ制 ３－２ 勝ち  

             3 回戦 VS 福島県学法福島・外山選手  

                   ０－５ 負け  

  岩手県勢 6 名の出場選手のうち、永澤のみ 3 回戦に進出できた。  

 男子団体組手(先鋒、次鋒、中堅、副将、大将)  

  1 年 佐々木成実、2 年 千葉宗志、3 年 平野大賀、2 年 佐々木康生、2 年 佐々木長政。3 年 泉田祥

汰は骨折が完治せず補欠  

  1 回戦 VS 福島県平工業高校 ０勝５敗で負け  

サッカー部 

i-league Division1 6/23 第 7 節（遠野運動公園多目的運動場）  

 大船渡 ０－９ 不来方  （前半０－４、後半０－５） 

陸上競技部 

東北高校陸上競技大会 6/14～6/17 於 北上陸上競技場  

 女子 800m  3-1 小松未夢  準決勝進出  

 女子 3000m  3-2 阿部風薫  34 位  

 女子走高跳 1-1 岡澤風華  記録無し 

男子ソフトテニス部 

高総体県大会 

６月１日（金） 個人戦   

 １回戦 千葉・道又  ④－１ 宮古  

 ２回戦   〃     ０－④ 盛岡工業  

 １回戦 大和田・渡邉 ０－④ 宮古商業  

６月２日（土） 団体戦 

 １回戦 大船渡 １－② 金ヶ崎  

バドミントン部 

高総体県大会 ５／３１～６／３ 花巻市総合体育館  

【学校対抗】  

 男子 １回戦   ３－１ 盛岡商業  

     ２回戦   ０－３ 前沢  

 女子 １回戦   １－３ 大槌  

【個人対抗】（女子は出場できず）  

 男子ダブルス  ２回戦（初戦） 金野・佐々木 １－２ 盛岡北  

 男子シングルス ２回戦（初戦） 金野 ２－０ 盛岡市立  

           ３回戦      金野 ０－２ 花北青雲 

報道部 

県高文祭放送部門大会兼ＮＨＫ杯全国放送コンテスト岩手県大会 ６月４日 プラザおでって  

 朗読部門に５名参加しました。全員、決勝に進むことはできませんでした。 

 



写真甲子園２０１８ 

 初戦敗退 

卓球部 

高総体県大会 

 学校対抗  

  男子一回戦 大船渡 3-2 不来方  

     二回戦 大船渡 0-3 一関工  

  女子一回戦 大船渡 3-1 黒沢尻北  

     二回戦 大船渡 0-3 一関二  

 ダブルス  

  男子一回戦 新沼・新沼 0-3 大澤・深野(盛岡市立)  

  女子一回戦 菊池・齋藤 3-0 土谷・菅谷(花巻北)  

          菊池・齋藤 2-3 村上・加藤(盛岡二)  

 シングルス  

  男子一回戦 新沼(徹) 0-3 工藤(盛岡四)  

          新沼(拓) 3-0 宇名澤(大野)  

     二回戦 新沼(拓) 0-3 池田(専大北上)  

  女子一回戦 菊池 0-3 佐々木(宮古商)  

          澤 2-3 菅谷(花巻北)  

          澤田 3-1 石崎(久慈東)  

     二回戦 澤田 0-3 千葉(専大北上) 

女子バレーボール部 

高総体県大会  

 １回戦 大船渡 ２－０ 岩手女子  

 ２回戦 大船渡 ２－０ 遠野  

 ３回戦 大船渡 ０－２ 高田  

 ベスト１６ 

男子バレーボール部 

高総体県大会 ５月 31 日(木)＠奥州市総合体育館  

 大高 ０－２ 大東  初戦敗退 

空手道部 

高総体県大会 空手道競技  

 男子個人形  

  永澤(１年) 第３位 東北大会出場  

  佐々木(２年) ベスト８  

 男子個人組手  

  佐々木(１年) １回戦敗退  

  泉田(３年) １回戦勝ち  

         ２回戦敗退  

  千葉(２年) １回戦敗退  

  平野(３年) １回戦敗退  

 女子個人組手  



  佐野(３年) １回戦敗退  

  今野(３年) １回戦敗退  

  志田(２年) ２回戦敗退  

  四條(３年) ２回戦敗退  

 男子団体組手 第２位 （泉田、平野、千葉、佐々木、佐々木、佐々木）  

  準決勝(対山田) ４－１ 勝ち  

  決勝 (対釜石) ０－３ 負け  

 女子団体組手 第３位 （今野、四條、佐野、志田、菅野、村上）  

  １回戦(対山田) ４－１ 勝ち  

  準決勝(対宮古) ２－３ 負け 

女子ソフトテニス部 

高総体県大会 平成３０年６月１日～６月３日 北上市和賀川グリーンパークテニスコート 

６月１日（金）個人戦 

 佐藤・保科 ２回戦 ④－０ 花北青雲 

         ３回戦 ２－④ 黒沢尻北 

 菅野・吉田 １回戦 ④－０ 花北青雲 

         ２回線 １－④ 黒沢尻北 

６月２日（土）団体戦１日目 

 １回戦 ④－０ 山田 

 ２回戦 ②－１ 花巻北 

６月３日（日）団体戦２日目 

 ３回戦 ０－② 黒沢尻北 ベスト１６ 

弓道部 

高総体県大会 5 月 25 日(金)～27 日(日)岩手県営武道館  

 男子団体：予選敗退   

 女子団体：予選敗退  

 男子個人：新沼 予選（8 射 7 中)で準決勝へ。  

         準決勝（12 射 8 中)で敗退。  

柔道部 

高総体県大会 ５／２５～２７ 県営武道館  

男子団体予選リーグ 

 大船渡４－０黒沢尻工業  

 大船渡０－４岩手   １勝１敗で予選リーグ敗退  

女子団体 

 １回戦   大船渡１－２久慈  

男子個人試合 

  ６０ｋｇ級 鈴木新之助 ベスト１６  

        宮城  ２回戦敗退  

        山田  ２回戦敗退  

  ６６ｋｇ級 石澤  ２回戦敗退  

        千葉  １回戦敗退  

  ７３ｋｇ級 上野  ２回戦敗退  



        刈谷  ２回戦敗退  

  ８１ｋｇ級 齊藤  ２回戦敗退  

        熊谷  １回戦敗退  

  ９０ｋｇ級 石川  ２回戦敗退  

女子個人試合４８ｋｇ級 井上友梨奈 ベスト８  

  ７０ｋｇ級 菊池  １回戦敗退  

水泳部 

平成３０年度 岩手県長水路記録会  

 １年 高橋 

  平泳ぎ１００Ｍ １：２１．７８（３０位）  

  平泳ぎ２００Ｍ ２：５８．５４（１５位）  

 １年 村上  

  バタフライ ５０Ｍ   ３５．４９ (２１位）  

  バタフライ１００Ｍ １：１７．６０（１０位）  

サッカー部 

高総体県大会  5/26 （県営運動公園）１回戦  

 大船渡 ８－０ 福岡工業  

   （前半７－０、後半１－０）  

 5/27 （盛岡市立高校グランド）２回戦  

 大船渡 ４－０ 岩手  

   （前半３－０、後半１－０）  

 5/27 （県営運動公園） ３回戦  

 大船渡 ０－２ 不来方  

   （前半０－１、後半０－１）  

 

 ※結果ベスト１６ 

陸上競技部 

高総体県大会（5/24～27 北上陸上競技場）  

○入賞者  

 小松未夢  女子 800m   第 2 位  

 阿部風薫 女子 3000m  第 5 位    

 岡澤風華 女子走高跳  第 5 位   以上 3 名が東北大会出場  

○その他、主な競技結果  

 阿部(3-1) 女子 1500m   第 9 位  

 平田(2-2)  男子 5000m   第 13 位  

 今川(2-1) 男子やり投  第 11 位  

 菊地(2-2)女子 3000m   第 11 位  

バスケットボール部 

高総体県大会 

男子  5/24  

 大船渡 51×－○114 花巻北（２回戦敗退）  

女子 5/24  



 大船渡 98○－×61 大野  

 大船渡 76○－×62 軽米･葛巻  

5/25  

 大船渡 43×－○97 盛岡南（３回戦敗退） 

囲碁将棋部 

第４０回 岩手県高等学校将棋大会 '18.5.18Fri-19Sat ＠高校会館  

１日目（５／１８金）  

 男子個人戦Ａ級  

  三浦（３－５）トーナメント 1 回戦敗退  

          敗者戦 ×○○× トータル 2 勝 3 敗  

  安田（２－５）トーナメント 1 回戦敗退  

          敗者戦 ××○○ トータル 2 勝 3 敗  

                       2 級認定  

  大森（２－４）トーナメント 1 回戦敗退  

          敗者戦 ×××× トータル 0 勝 5 敗  

 

 男子個人戦Ｂ級  

  武藏（３－５）○○○×○ 4 勝 1 敗 4 級認定  

  菊池（３－２）××○○○ 3 勝 2 敗 5 級認定  

  藤原（３－１）○○××○ 3 勝 2 敗 5 級認定  

  及川（３－５）○×××○ 2 勝 3 敗   

  菅野（３－３）×○×○× 2 勝 3 敗 6 級認定  

  斎藤（３－２）○×××× 1 勝 4 敗  

 

 男子個人戦Ｃ級  

  藤井（３－２）○○○○× 4 勝 1 敗 7 級認定  

  三浦（３－３）○○×○○ 4 勝 1 敗 7 級認定  

  佐々木（２－４）○○×○○ 4 勝 1 敗 7 級認定  

  金野（３－４）○○○×○ 4 勝 1 敗 7 級認定  

  長谷川（３－５）○×○○○ 4 勝 1 敗 7 級認定  

  熊谷（３－４）○○×○× 3 勝 2 敗 8 級認定  

  岡崎（１－３）××○○○ 3 勝 2 敗 8 級認定  

  菅野（３－２）○×○○× 3 勝 2 敗 8 級認定  

  佐藤（１－３）○×○×○ 3 勝 2 敗 8 級認定  

  山野目（３－３）×○○×× 2 勝 3 敗  

  佐々木（２－３）○×××○ 2 勝 3 敗 9 級認定  

  佐藤（２－５）××××○ 1 勝 4 敗 10 級認定  

  小花（１－３）××××○ 1 勝 4 敗 10 級認定  

  岡崎（３－１）棄権  

 

２日目（５／１９土）  

 男子団体戦Ａ級  



  大船渡Ａ（三浦柊，及川，武藏）  

   予選Ｄブロック  

   ○×○ 岩手Ａ５  

   ××× 一関第一Ａ１  

   ××× 岩手Ａ２    1 勝 2 敗で敗退  

   交流戦  

   ○○○ 盛岡市立Ａ２  

 

男子 団体戦Ｂ級  

  大船渡Ｂ１（菅野晃，藤原，菊池）  

   ○○○ 久慈東Ｂ２  

   ××× 盛岡第三Ｂ１  

   ○○○ 岩手Ｂ３  

   ×○○ 盛岡農業Ｂ  

   ○×○ 盛岡工業Ｂ１  4 勝 1 敗  

 

 大船渡Ｂ２（山野目，三浦悟，－－）  

   ×○× 盛岡中央Ｂ１  

   ××× 盛岡第四Ｂ４  

   ○×× 盛岡第四Ｂ３  

   ×○× 久慈東Ｂ４  

   ○×× 花巻南Ｂ    5 敗  

 

 大船渡Ｂ３（斎藤，長谷川，熊谷）  

   ○○○ 黒沢尻工業Ｂ１  

   ××× 盛岡第一Ｂ２  

   ××○ 久慈東Ｂ１  

   ×○○ 盛岡第一Ｂ３  

   ××× 盛岡工業Ｂ５  2 勝 3 敗  

 

 大船渡Ｂ４（菅野健，金野，藤井）  

   ××○ 岩手Ｂ２  

   ×○○ 平舘Ｂ２  

   ○×○ 盛岡第三Ｂ５  

   ××○ 盛岡第四Ｂ２  

   ○○○ 岩手Ｂ４    3 勝 2 敗  

 

 大船渡Ｂ５（大森，安田，佐々木義）  

   ×○○ 水沢Ｂ１  

   ○○○ 盛岡市立Ｂ３  

   ×○○ 盛岡第三Ｂ２  

   ××○ 福岡Ｂ１  



   ○○○ 平舘Ｂ１    4 勝 1 敗  

 

 大船渡Ｂ６（佐藤颯，佐々木和，－－）  

   ○×× 盛岡市立Ｂ２  

   ×○× 沼宮内Ｂ２  

   ××× 盛岡第一Ｂ４  

   ○○○ 江南義塾Ｂ  

   ×○○ 黒沢尻工業Ｂ２ 2 勝 3 敗  

 

 大船渡Ｂ７（岡崎海，小花，佐藤幹）  

   ××○ 盛岡市立Ｂ１  

   ××× 花巻北Ｂ  

   ○○○ 江南義塾Ｂ  

   ××○ 盛岡第一Ｂ４  

   ×○× 久慈東Ｂ３   1 勝 4 敗 

硬式野球部 

第７０回岩手県高等学校総合体育大会硬式野球競技兼第６５回春季東北地区高等学校野球岩手県大会  

 ５月１９日（土）  

  １回戦 大船渡２－３盛岡中央  

空手道部 

第５０回 岩手県空手道選手権大会 矢巾町民総合体育館  

 男子個人形  

  佐々木(2-2) １回戦 ５－０勝ち、２回戦 ０－５負け  

  永澤 (1-4) １回戦 ５－０勝ち、２回戦 ５－０勝ち  

          準決勝 １－４負け ３位入賞  

 男子個人組手  

  平野(3-1)  １回戦 負け、泉田(3-4) １回戦 負け  

  佐々木(2-2) １回戦 負け、佐々木(2-4) １回戦 負け  

  千葉(2-1)  １回戦 負け、  

  佐々木(1-2) １回戦 勝ち、２回戦 負け  

 男子団体組手 第３位、 準決勝 負け 1-4 釜石高校 B    

 女子個人組手  

  志田(2-2)  １回戦 負け、佐野(3-5) １回戦 負け  

  今野(3-4)  １回戦 負け、四條(3-3) １回戦 勝ち、２回戦 負け  

 女子団体組手 第３位、 準決勝 負け 2-3 不来方高校  

サッカー部 

i-league Division1 5/12  

 第 6 節（遠野国体記念公園サッカー場）  

 大船渡 ０－４ 不来方  

 （前半０－１、後半０－３） 

男子ソフトテニス部 

岩手県ジュニア選抜ソフトテニス大会平成３０年４月３０日（月）、５月１日（火） 北上市和賀川グリーンパ



ークテニスコート  

  ダブルス 千葉・道又 ２－④ 盛岡三 ２回戦敗退  

  シングルス 千葉 ２－④ 花巻農業 １回戦敗退 

陸上競技部 

春季陸上競技会（5/12,13 盛岡)  

 女子 800m 小松 未夢 2 分 24 秒 81 第 3 位  

 多くの生徒が自己ベストを更新、もしくはそれに近い結果を残した。 

囲碁将棋部 

第４２回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権岩手県大会 高校会館 

個人戦（段級位認定戦）  

 三浦（３－５）××〇〇 11 級認定  

 菊池（３－２）×××× 認定ならず  

 及川（３－５）〇〇×× 13 級認定  

 武藏（３－５）×××× 認定ならず  

 長谷川（３－５）×○×× 認定ならず  

 佐藤（１－３）×○×○ 15 級認定  

団体戦  

 大船渡Ａ（三浦・菊池・及川）  

 リーグ入り決定戦 市立Ａ ×××  

 ５位決定戦    福岡Ａ ○○○ ５位入賞  

 交流戦      岩手 B2 ×××  

            盛一Ｆ ×××  

 大船渡Ｂ（武藏・長谷川・佐藤）  

 Ｂ１リーグ 盛二 B1 ×○×  

       水沢 B3 ×××  

       盛工 B2 ×○×  

       水沢 B4 〇〇× １勝３敗 

弓道部 

第 48 回岩手県知事杯争奪県下弓道大会  北上市民弓道場  

 男子 予選通過ならず(4 中/20 射)  

 女子 予選通過(10 中/20 射)  

     本選敗退(9 中/20 射)  

野球部 

第６５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 ５月２日（水）～７日（月）  

 代表決定戦 大船渡９－２大船渡東（８回コールド）  

 第一代表決定戦 大船渡９－７釜石 

サッカー部 

 i-league１④、⑤ 

 i-league Division1 5/3  

 第４節（赤崎グラウンド）  

 大船渡 ０－１ 盛岡中央  

   （前半０－１、後半０－０）  



 i-league Division1 5/6  

 第５節（赤崎グラウンド）  

 大船渡 １－８ 遠野２ｎｄ  

   （前半０－５、後半１－３） 

ソフトボール部 

高総体地区予選  ４月２１日（土）  

 大船渡 37 ― 10 釜石  

 大船渡  7 ―  0 高田 （５回得点差コールド） 

女子ソフトテニス 

ジュニア選抜兼ハイスクールジャパンカップ岩手県予選 

平成３０年４月３０日（月）、５月１日（火） 北上市和賀川グリーンパークテニスコート 

 ４月３０日（月）ダブルス 佐藤・保科 １－④ 水沢 ２回戦敗退 

 ５月１日（火）シングルス 菅野 ０－④ 盛岡二 １回戦敗退 

バドミントン部 

高総体地区予選 

 県大会出場者  

 ◆個人戦  

 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 金野・佐々木 2 位通過  

 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 金野      2 位通過  

 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ、女子ｼﾝｸﾞﾙｽはともに通過できず。  

サッカー部 

i-league Division1 4/28  第３節（花巻スポーツキャンプ村）  

 大船渡 ０－１３ 専大北上  （前半０－６、後半０－７） 

弓道部 

高総体地区予選 4 月 28 日(土)大槌町営多目的体育館弓道場  

 2 年 神代 3 位タイ  

 2 年 志田 4 位相当  

  以上 2 名県大会での個人戦の出場権獲得。 

卓球部 

高総体地区予選 

 男子ダブルス  新沼・新沼 4 位通過  

 男子シングルス 新沼（拓） 3 位通過  

           新沼（徹） 7 位通過  

 女子ダブルス  菊池・齋藤 1 位通過  

 女子シングルス 菊池  3 位通過  

           澤   4 位通過  

           澤田 6 位通過 

女子ソフトテニス 

高総体地区予選 平成３０年４月２６日 個人戦  

 １回戦 小松・佐藤 ④－１ 大槌  

      児玉・後藤 ０－④ 高田  

      大津・山崎 ④－２ 高田  



      千葉・村上 ④－０ 住田  

      宮沢・芳賀 相手棄権による不戦勝  

 ２回戦 小松・佐藤 １－④ 高田  

      大津・山崎 ０－④ 釜石  

      千葉・村上 １－④ 高田  

      佐々木・大和田 １－④ 商工  

      菅野・吉田 ④－２ 大船渡東  

      佐藤・保科 ④－１ 高田  

 ３回戦 佐藤・保科 ④－０ 高田  

      菅野・吉田     高田 途中棄権  

 準々決勝 佐藤・保科 ④－？ 高田 ※ゲームカウントを記録しそびりました…  

 準決勝 佐藤・保科 ３－④ 高田  地区ベスト４  

 敗者復活戦 １回戦 菅野・吉田 ④－２ 高田  

         ２回戦 菅野・吉田 ④－１ 釜石 県大会出場  

 

以上、２ペア県大会出場です。 

バスケットボール部 

三陸沿岸高等学校選抜バスケットボール大会  

【男子】 釜石－大船渡〇 ５６－７５  

  ●大船渡－宮古工業 ７７－８１  

 決勝トーナメント進出ならず  

【女子】 ○大船渡－釜石商工 １０８－５０  

  宮古－大船渡○  

  決勝トーナメント進出  

 準決勝 ●大船渡－久慈 ７０－７１  

 ３位決定戦 ●大船渡－久慈東 ７４－８７ 

サッカー部 

i-league Division1  第１節（盛岡市繋）  

 盛岡市立７－０大船渡 （前半３－０、後半４－０） 

陸上競技部 

盛岡市内一周継走  4 月 15 日（日）県営運動公園陸上競技場  

 男子 1 周 5.9km、5 人でたすきをつなぐレースで、19 チーム中 10 位。  

 女子 1 周 3,6km、4 人でたすきをつなぎ、11 チーム中 3 位入賞。 


