平成２７年度

部活動戦績

野球部
■第６２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
＜
１回戦
＞ 大船渡 ③－２ 釜石商工
＜ 代表決定戦 ＞ 大船渡 ④－２ 釜
石 （延長１１回）
＜第１代表決定戦＞ 大船渡 ３－④× 高
田

地区第２代表】

■第６２回春季東北地区高等学校野球岩手県大会【１回戦敗退】
＜
１回戦
＞ 大船渡 ２－③ 黒沢尻北
■第９７回全国高等学校野球選手権岩手大会【２回戦敗退】
＜
２回戦
＞ 大船渡 ５－⑥ 花巻南
■第６８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【県大会出場
＜
１回戦
＞ 大船渡 ②－１ 釜石商工
＜ 代表決定戦 ＞ 大船渡 ⑫－１ 大船渡東 （６回コールド）
＜第１代表決定戦＞ 大船渡 １－② 高
田

地区第２代表】

■第６８回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会【１回戦敗退】
＜
１回戦
＞ 大船渡 ２－⑨ 盛岡大附 （７回コールド）
バレーボール部（男子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技【２回戦敗退】
〈１回戦〉 大船渡 ② ― １ 花北青雲 （25－21 ・ 16－25 ・
〈２回戦〉 大船渡 ０ ― ② 不来方
（12－25 ・ 20－25）
■第 68 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
大船渡 ② ― １ 釜石
大船渡 ② ― ０ 高田
大船渡 ② ― ０ 大船渡東
大船渡 １ ― ② 釜石商工

25－23）

釜石・気仙地区予選【２位通過】

■第 68 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【初戦敗退】
〈１回戦〉 大船渡 １― ② 一関高専
■第 63 回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技
大船渡 ② ― ０ 釜石
大船渡 ０ ― ② 高田
大船渡 ② ― ０ 大船渡東
大船渡 ② ― ０ 釜石商工

釜石気仙地区予選会【２位通過】

■第 63 回岩手県高等学校新人大会バレーボ－ル競技【初戦敗退】
大船渡 ０ ― ② 不来方

バレーボール部（女子）

■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技【２回戦敗退】
＜１回戦＞ 大船渡 ②－１ 岩手女子
＜２回戦＞ 大船渡 ０－② 一関修紅
■第 68 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【２位通過】
大船渡 ② ― ０ 釜石
大船渡 ② ― ０ 大船渡東
大船渡 ０ ― ② 高田
■第 68 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【初戦敗退】
〈１回戦〉 大船渡 ０― ② 盛岡誠桜
■第 63 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【２位通過】
大船渡 ② ― ０ 釜石
大船渡 ② ― ０ 釜石商工
大船渡 ② ― ０ 大船渡東
大船渡 ０ ― ② 高田
■第 63 回岩手県高等学校新人大会バレーボ－ル競技【2 回戦敗退 県ベスト１６】
大船渡 ② ― ０ 伊保内
大船渡 ０ ― ② 水沢商業

空手道部
■第 67 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 ・・・・・インターハイ出場
野田康太 準優勝・・・・・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
女子個人組手 鎌田澪子 ５位
男子団体組手 準優勝 ・・・・・東北大会出場
女子団体組手 準優勝 ・・・・・東北大会出場
■第 37 回東北高等学校空手道選手権大会
男子個人形
冨澤拳真 ２回戦敗退
野田康太 ２回戦敗退
男子個人組手 冨澤拳真 初戦敗退
女子個人組手 鎌田澪子 初戦敗退
男子団体組手 初戦敗退 （対 勿来工業高校）
女子団体組手 初戦敗退 （対 尚志高校）
■第 42 回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）
男子個人形
冨澤拳真 ２回戦敗退
野田康太 初戦敗退
■第 33 回岩手県高等学校新人空手道大会
男子個人形
冨澤拳真 優勝 ・・・・・全国選抜大会出場
女子個人形
松田ほのか ３位 ・・・・東北選抜大会出場
女子団体組手 準優勝
・・・・東北選抜大会出場
ソフトボール部（女子）

■第 67 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 13 － 6 紫波総合
＜3 回戦＞ 大船渡 0 － 10 一関第一 ・・・ベスト 16
■第 62 回岩手県高等学校新人大会ソフトボール競技
＜2 回戦＞ 大船渡 ０ － 13 盛岡市立 敗退
ソフトテニス部（男子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
個人戦
２回戦 金野遼・海山大拓 ④―３ 黒沢尻北
３回戦 金野遼・海山大拓 R３―④ 盛岡第三
２回戦 村上颯哉・若杉拓真 １－④黒沢尻工
１回戦 黒田知・川口裕大 １－④ 盛岡商業
２回戦 菊池拓人・新沼英樹 ０－④岩手
１回戦 櫻岡淳・菊池勇人 ④―２ 福岡
２回戦 櫻岡淳・菊池勇人 １―④ 黒沢尻北
団体戦
２回戦 大船渡 １―② 盛岡北 敗退
■新人戦
個人戦

団体戦

２回戦 海山大拓・新沼英樹 ④―１ 盛岡一
３回戦 海山大拓・新沼英樹 ０－④ 黒沢尻北
２回戦 黒田知・若杉拓真 ④―１ 花巻南
３回戦 黒田知・若杉拓真 ０－④ 黒沢尻北
１回戦 村上颯哉・川口裕大 ④―２ 宮古商
２回戦 村上颯哉・川口裕大 ０－④ 黒沢尻北
１回戦 大船渡 ②―１ 紫波総合
２回戦 大船渡 ②―１ 久慈
３回戦 大船渡 ②―１ 水沢
準々決勝大船渡 ０－② 盛岡工業 ベスト８

■ インドア大会
個人戦
１回戦
１回戦
２回戦
団体戦 １回戦
２回戦

海山大拓・新沼英樹 ０―④ 黒沢尻北
黒田知・若杉拓真 ④―３ 一関二
黒田知・若杉拓真 ２―④ 黒沢尻北
大船渡 ②―１ 不来方
大船渡 ０―② 岩手 ベスト８

ソフトテニス部（女子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
個人戦
１回戦 菅野夢・佐藤彩加 ④－１ 盛岡第二
２回戦 菅野夢・佐藤彩加 ０－④ 黒沢尻北
神田麻奈伽・花輪智美 ２－④ 一関学院
阿部美和子・遠藤美礼 ２－④ 盛岡第二
団体戦
１回戦 大船渡 １－② 花北青雲
敗退
■岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技
個人戦
１回戦 嶋村瑞香・佐藤彩加 ④－２
２回戦 嶋村瑞香・佐藤彩加 ０－④

宮古
一関第二

団体戦

１回戦

阿部美和子・遠藤美礼 ０－④
大船渡 １－② 一関第二

水沢

陸上競技部
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技
白木澤
亮
８００ｍ
準決勝進出
千 田
海
８００ｍ
準決勝進出
田 中 杏 奈
３０００ｍ 決勝進出・１３位
■新人戦
村 上
田 中

翼
奈

４００ｍＨ
３０００ｍ

第２位
第７位

■新人戦東北大会
村 上
翼
田 中 杏 奈

４００ｍＨ
３０００ｍ

出場
出場

■秋季陸上競技会
田 中 杏 奈
今 野 明 音

３０００ｍ
やり投

第３位
第２位

杏

■大船渡ポートサイドマラソン
泉 田 宗 志
１０ｋｍ（高校生男子） 第５位
バドミントン部
■第 67 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 １回戦
大船渡 ３－１ 一関学院
２回戦
大船渡 ０－３ 花北青雲
女子学校対抗 ２回戦
大船渡 ３－１ 黒沢尻北
３回戦
大船渡 ３－１ 盛岡南
準々決勝 大船渡 ０－３ 盛岡三
ベスト８
女子ダブルス

１回戦
２回戦

女子シングルス２回戦
３回戦

伊藤・金野（大船渡）２－１
伊藤・金野（大船渡）０－２

須藤・高橋（一関二）
久慈・野田（花北青雲）

伊藤（大船渡）２－１三浦（一関二）
伊藤（大船渡）０－２渡邊（盛岡三）

■第 60 回岩手県種目別バドミントン選手権大会
男子ダブルス １回戦 鈴木悠・千葉（大船渡）０－２ 千葉・横尾（一関修紅）
２回戦 久保田・鈴木大（大船渡）０－２ 高橋・川村（黒沢尻工）
男子シングルス１回戦

鈴木大（大船渡）０－２

女子ダブルス

伊藤・金野（大船渡）２－０
伊藤・金野（大船渡）２－０
伊藤・金野（大船渡）０－２

２回戦
３回戦
４回戦

佐々木（花巻北）
佐藤・杉（盛岡一）
川俣・大清水（盛岡商業）
藤井・金野（花北青雲）

女子シングルス１回戦
２回戦
１回戦

伊藤（大船渡）２－０
伊藤（大船渡）０－２
今野（大船渡）０－２

里舘（盛岡誠桜）
下瀬川（花北青雲）
園（前沢）

■第 55 回岩手県高等学校新人バドミントン大会
男子学校対抗 １回戦
大船渡 ２－３ 花泉
女子学校対抗

２回戦
大船渡
３回戦
大船渡
準々決勝 大船渡
ベスト８

女子ダブルス

１回戦
２回戦
３回戦
２回戦

女子シングルス２回戦
３回戦
１回戦

３－１ 盛岡農業
３－１ 千厩
０－３ 盛岡市立

今野・大畑（大船渡）２－０
今野・大畑（大船渡）不戦勝
今野・大畑（大船渡）０－２
伊藤・金野（大船渡）０－２
伊藤（大船渡）２－０
伊藤（大船渡）０－２
金野（大船渡）０－２

伊藤・土谷（専大北上）
桑田・桑田（久慈）
森田・宮崎（盛岡市立）
横田・千田（前沢）

川俣（盛岡商業）
木立（前沢）
佐藤（盛岡第三）

水泳部
第 67 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
100m 自由形 新沼 柊人 出場
＜女子＞
50m 自由形 鈴木 響子 出場
50m 自由形 藤田 葵子 出場
50m 自由形 新沼 薫乃 出場
100m 自由形 新沼 薫乃 出場
100m 平泳ぎ 鈴木 響子 出場
100m 平泳ぎ 藤田 葵子 出場
400m 自由形 今野 千尋 出場（予選第 11 位）
800m 自由形 今野 千尋 決勝第 10 位
400m リレー（今野・新沼・藤田・鈴木）出場
第 53 回岩手県高等学校水泳新人大会（競泳）（岩手県営屋内温水プール）
＜男子＞
50m 自由形 新沼 柊人 出場
100m 自由形 新沼 柊人 出場
＜女子＞
50m 自由形 村上 麗奈 出場
50m 自由形 鈴木 響子 出場
50m 自由形 新沼 薫乃 出場
100m 自由形 新沼 薫乃 出場
100m 平泳ぎ 鈴木 響子 出場
100m 平泳ぎ 藤田 葵子 出場
200m 自由形 今野 千尋 決勝第 6 位

400m 自由形 今野 千尋 決勝第 6 位
400m リレー（藤田・新沼・村上・鈴木）出場
サッカー部
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
１回戦 大船渡 7-0 大東
２回戦 大船渡 4-0 水沢工
３回戦 大船渡 0-3 盛岡市立

３回戦敗退（ベスト 16）

第 94 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
6－0 紫波総合
３回戦
大船渡
0－5 不来方
第 50 回岩手県高等学校総合新人サッカー大会
１回戦
大船渡
2－0 盛岡一
２回戦
大船渡
0－2 江南義塾
高円宮杯 U18 iLEAGUE2015 Division1 7 位
弓道部（男子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会 （県営武道館）
男子団体 ベスト１６ ３－１ 斎藤雄仁、 ３－２ 村上慧馬、
２－１ 新沼竜翔、 ２－４ 今野佑稀、
男子個人 準決勝進出
３－３ 新沼啓太
■第 34 回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会（県営武道館）
男子団体 予選敗退
■第 54 回岩手県高等学校新人大会（県営武道館）
男子団体 ベスト８（予選通過、決勝トーナメント 1 回戦敗退）
弓道部（女子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会 （県営武道館）
女子団体 予選敗退
■第 34 回全国高等学校弓道選抜大会岩手県予選会（県営武道館）
女子団体 予選敗退
■第 54 回岩手県高等学校新人大会（県営武道館）
女子団体 予選敗退
山岳部
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会（登山競技）於：焼石岳
オープン参加
■岩手山（標高 2,038ｍ）登頂（８月）
卓球部（男子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
卓球競技
学校対抗

３－３
２－５

新沼啓太
鈴木陽人

男子

１回戦
２回戦

大船渡

③－２
２－③

盛岡南
一関二

個人戦
男子 ダブルス
山﨑 海・石橋璃久
１回戦 ０－③ 菅原・金（一関一）
男子 シングルス
鈴木大成
１回戦 ０－③ 中田智也（盛岡市立）
■第 61 回岩手県高等学校新人卓球大会
男子学校対抗
１回戦 大船渡 １－③ 大野
男子ダブルス
山﨑 海・石橋璃久 １回戦敗退
卓球部（女子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
卓球競技
学校対抗
女子 １回戦 大船渡 ③－２ 北上翔南
２回戦
③－１ 盛岡三
３回戦
０－③ 大野
・・・ベスト１６
個人戦
女子 ダブルス
中田春菜・阿部裕里
１回戦 ③－０ 片岡・瀬川（盛岡二）
２回戦 ２－③ 土田・山崎（大野）
女子 シングルス
中田春菜
２回戦 ③－２ 鷹觜望生（盛岡商）
３回戦 ０－③ 山崎実穂（大野）
阿部裕里
１回戦 ③－０
２回戦 ０－③
氏家如菜
１回戦 ２－③

小笠原千怜（軽米）
千葉香奈子（大東）
宍戸ひかり（北上翔南）

■第 61 回岩手県高等学校新人卓球大会
女子学校対抗
２回戦 大船渡 ③－１ 黒沢尻北
３回戦 大船渡 ０－③ 盛岡市立 ベスト 16 県大会
女子ダブルス
谷地双葉・村上由真 ２回戦敗退
阿部裕里・氏家如菜 １回戦敗退
女子シングルス
阿部裕里・村上由真・森下莉江 ２回戦敗退
氏家如菜・谷地双葉・千葉英恵 １回戦敗退

バスケットボール（男子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会（水沢・江刺）
１回戦
大船渡 ９８－４３ 水沢商
２回戦
大船渡 ７３－８５ 久 慈
■県選抜大会（ウインターカップ県予選）（一関・東山）
１回戦
大船渡 ５１－１４４ 一関工
■第 61 回岩手県高等学校新人大会（奥州市）
１回戦
大船渡 ７０－６６ 水沢工
２回戦
大船渡 ５１－９０ 宮古商

バスケットボール（女子）
■第 67 回岩手県高等学校総合体育大会（水沢・江刺）
２回戦
大船渡 ６６－２１ 大東
３回戦
大船渡 ４１－６７ 宮古
■県選抜大会（ウインターカップ県予選）（一関・東山）
１回戦
大船渡 ８３－４６ 一戸
２回戦
大船渡 ４５－６２ 花巻北
■県新人大会（奥州市）
２回戦
大船渡 ４３－６１

花巻北

柔道
県高総体
女子団体試合

１回戦
２回戦
男子個人試合６６ｋｇ級
女子個人試合４８ｋｇ級
５７ｋｇ級

大船渡 ２－０ 宮商・宮水
大船渡 ０－３ 一関学院
佐々木 寛 治 １回戦敗戦
鷲 田 千 帆 １回戦敗退
崎 山 恵 里 ２回戦敗退
美 野 香菜子 １回戦敗退
津 嶋 胡 桃 １回戦敗退

７８ｋｇ級
１・２年体重別大会
男子個人試合１年７３ｋｇ級
女子個人試合
７８ｋｇ級
新人大会
男子団体試合３人制 優勝
決勝 大船渡 ①－１ 関一

千
津

葉 真之介
嶋 胡 桃

第３位
第３位

代表戦勝
男子個人試合６６ｋｇ級
女子個人試合７８ｋｇ級

佐々木
津 嶋

寛 治
胡 桃

ベスト１６
第２位

定時制
卓球部（男子）
岩手県高等学校総合体育大会２部卓球競技
○男子学校対抗 【優勝(全国大会出場)】
準決勝 大船渡 ３－０ 盛岡工業
決 勝 大船渡 ３－１ 久慈長内校
○男子シングルス
阿部友砂（４年）【優勝(全国大会出場)】
村上 廉（２年）ベスト８
バドミントン部
第 67 回岩手県高等学校総合体育大会
学校対抗
男子
１回戦 大船渡 ３－０ 杜陵奥州（定）
準決勝 大船渡 １－２ 久慈長内
女子
１回戦 大船渡 ２－０ 福岡（定）
準決勝 大船渡 ２－１ 久慈長内
決 勝 大船渡 ２－１ 杜陵宮古
個人
男子
熊谷 健太
１回戦 ２－０ 杜陵（通）
２回戦 ２－０ 久慈長内
準決勝 ０－２ 杜陵（定）
熊谷 広幸
１回戦 ０－２ 盛岡工（定）
女子
佐々木 舞
１回戦 ２－１ 久慈長内
２回戦 ２－０ 釜石（定）
準決勝 ０－２ 一関一（定）
森 幸菜
１回戦 ２－０ 杜陵奥州（定）
２回戦 ０－２ 杜陵宮古

第３位

優勝

第３位

第３位

○卓球部
■第４８回全国高等学校定時制通信制卓球大会
８月３日～７日
東京都：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

※全国大会出場

男子団体 ２回戦 大船渡 ２－３ 金沢中央（石川）
男子個人
４年 阿部友砂
２回戦 ３－０ 岩国商業東分校（山口）
３回戦 ０－３ 長尾谷（通信制）（大阪）
■平成２７年度岩手県高等学校定通卓球競技秋季大会
１０月１０日
会場 盛岡市：杜陵高校体育館
男子個人シングルス
３年 川畑 椋
３年 鈴木康平
２年 伊藤将太
女子個人シングルス
２年 細川歩美

第３位
ベスト８
ベスト１６
ベスト４

○バドミントン部
■第１７回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会
８月１７日～１９日
神奈川県：小田原アリーナ
女子団体（大船渡、一関一、杜陵宮古分室、久慈長内合同チーム）
１回戦 岩手１－２ 三重
複 （大船渡） ２－０
＊３年佐々木舞・森幸菜出場
単１（一関一） ０－２
単２（杜陵宮古）０－２
■平成２７年度第７回岩手県高等学校新人大会バドミントン競技第２部
１０月２４日
会場 盛岡市：杜陵高校体育館
男子個人シングルス
２年 熊谷 広幸

第３位

