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今年度の県高総体は 70 回記念大会ということで、生徒主体の実行委員会を設

立し、高校生が企画から当日の運営まで役割を担い、大活躍しました。これまでの

式典や応援合戦に加え、オープニングやエンディングの記念プログラムで、岩手

出身のオリンピアンやアスリートを招いてのトークショーなどの企画があり、盛り上

がりました。本校から２年の斉藤 鈴が実行委員として参加し、昨年から始まった会

議で様々なアイディアを出したり、当日も運営スタッフ（受付）として貢献しました。 
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今年度も早いもので、３ヶ月が経とうとしています。大野高校は、高校生の最大のスポーツイベントである県高総体を終え、

前期中間テスト、体育祭、避難訓練といった行事にも一生懸命に取り組んでいます。 今回も、高総体の報告や学校生活の 

様子をお伝えします。学習に、部活動に、学校行事に、大野高校生は何事にも明るく、一生懸命に頑張っています！ 

飛翔 2018  
 

 

 

● 第 70 回岩手県高等学校総合体育大会 

  

  

  

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

大野高校通信 

開会式実行委員会 バレーボール 

式典の準備を進める中で、他校の生徒と意見を出し合う機会が多くありまし

た。よりよい開会式になるように願い、活発な議論がなされました。当日は、ハ

プニングもあり大変でしたが、70 回という記念の年に開会式に携わることがで

きて、とても貴重な体験ができました。（２年Ｂ組 斉藤 鈴） 

６月１日（金）～３日（日） 一関市総合体育館   

・男子団体 １回戦 大野 ３－０ 伊保内 

これまでたくさんの卓球関係者の方々に練習をしてもらいました。しか

し、みなさんの期待に応えることができずに、自分の勝負に対する弱さが

出てしまい、あと１勝で東北大会、あと２勝でインターハイ出場というとこ

ろまでいったのに、勝てなかったのはとても悔しい大会になってしまいまし

た。でも私をここまで成長させてくださった多くの方々に感謝の気持ちを

忘れずに、これから生活していきたい。 

（男子主将 ３年Ｂ組 槻木澤 誠也） 

３年生がおらず、昨年の高総体

が終わってから私達が主体となり１

年間、基礎から練習を積み重ねて

きました。本番は、相手が強いこ

とがわかっていたので思い切りプ

レイしようという気持ちで臨みまし

たが自分たちの力を何一つも出

せずに負けてしまい、とても悔し

い思いをしました。練習でのプレ

イを本番に出せないことが私達の

弱いところなので、残り１年経験を

積んで来年の高総体を迎えたい

です。  

（主将 ２年Ａ組 小村知佳） 

報告  

第２弾 

卓 球 

５月 31 日（金） 奥州市 江刺中央体育館   

・女子 １回戦 大野 ０－２ 花巻東 

    

普段できていたプレイができず

悔しい試合だった。お見合いやサ

ーブミスなどこれからの課題が多

く見つかった。「勝ちたい」という

気持ちも大事だが「負けたくな

い」という気持ちでプレイし最後

まで粘り強いプレイをこれからし

ていきたい。２年生にとっては、残

り１年しかないので、時間を大切

に、集中して新人戦等に向けて練

習していきたい。 

（副主将 ２年Ａ組 田髙和夏） 

２回戦 大野 ０－３ 宮古 

・女子団体 ２回戦 大野 ３－１ 盛岡誠桜 

３回戦 大野 ２－３ 盛岡二 （ベスト 16） 

・男子シングルス 槻木澤誠也  （ベスト 16）   

・女子シングルス 岡堀碧 ５位 （東北高校選手権出場）  

・女子ダブルス  岡堀碧・小田日華組（ベスト 16）  

いい結果を出せずに悔しい思いをしたが、最後まで仲間と試合ができ

てよかった。（男子 ３年） 

自分が目標としていたインター

ハイ出場はできませんでしたが、

自分が持てる力は出せたと思う

のでよかったです。東北大会では

精一杯全力で戦いたいです。 

（女子主将 ３年 B 組 岡堀碧） 

今回の高総体は、高校最後の大会だったので、今まで練習してきたことの集大

成となるように頑張りました。また、これまで支えてくださったたくさんの方々に対

しての感謝の気持ちをプレイに出せるように、試合では声を出して、最後まで諦め

ずに頑張ることができたと思います。 

（女子部長 ３年Ｂ組 小田 日華） 

～実行委員会に参加して～   

（国体選手選考会出場）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

体育祭（６／14・15） 

里山整備事業（事前整備） （６／16） 

同窓会総会・懇親会 

・女子団体 １回戦 大野 ２ － １  盛岡南  

    

 ６月 22 日、全国高校野球選手権大会岩手

県大会の組合せ抽選会が行われました。 

 本校は、春の大会に続き、種市高校との 

連合チームで出場します。本校は、１回戦か

ら全校応援します！ 

 本校の代表的な事業である里山整備事

業。まずは、小澤様、岩館様のご指導のも

と、多くの保護者の皆様とともに、里山の下

草刈りをしました。当日ご協力いただきまし

た皆様、ありがとうございました。全校生徒

による整備は６月 29 日（金）に行われます。 

 
大野高校 卒業生 

の皆さんへ！ のご案内です! ! 

☆日時：７月 28 日(土) 18 時～ 

☆会場：おおのキャンパス 

☆会費：3,000 円 

総会といっても、堅苦しいものでは、ありません。懇親会では、創立 70 周年の記念

すべき年に同年代で集まったり、世代を超えて親交を深めたり、これからの大野高校に

ついて語ったり・・・お気軽に、お誘いあわせのうえ、ぜひご参集ください！  

お問い合わせは、大野高校 0194-77-2125 総務課まで。 

３年生の目標･･･進路実現に向かって 

夏の高校野球権大会の組み合わせ    

ソフトテニス ６月１日（金）～３日（日） 北上市 和賀川グリーンパークテニスコート   

・男子団体 １回戦 大野 ０ －３ 一関一 

    ２回戦 大野 ０ － ２ 葛巻  

    
私は昨年も高総体に出場しましたが、今年

も精一杯頑張り、昨年より格上の相手に対し

スコアもとることができ、内容も今までの試合

の中で一番よかったと思いました。 

（男子主将 ３年 A 組 中山 祐欣） 

３年生にとって最後の大会でした。男子の結

果は初戦敗退だったので目標は達成できません

でした。ですが、全力を出し悔いの残らない試合

ができました。支えてくださった保護者、先生

方、１・２年生の皆さんありがとうございました。  

（男子副主将 ３年Ａ組 松浦 直生） 

私達にとって最後の高総体は、今まで目標にし

てきた「１勝」を達成することができ、とても嬉しか

ったです。皆、今まで以上に声が出ていたし、夢

中で応援して盛り上げたりして楽しい試合でした。

部員や顧問の先生方、本当にありがとうございま

した。 （女子主将 ３年 A 組 大内田 稚奈） 

3 年生にとって最後の大会でした。この日

のために毎日部活に力を入れ、全員でお互い

を高め合ってきました。心が折れそうな時支

えてくれた仲間のお陰で目標だった１勝をする

ことができたと思います。大会で悔いが残っ

た人もやりきったと思う人も、次の目標は進

路実現なので、努力して達成できるように頑

張りたいです。（３年女子） 

『学校の様子』     

 気炎万丈 
 笑顔いっぱい！大いに楽しんだ２日間！ 結果は、 

７種目中６種目で３年生が優勝。プライドをみせました。 

【総合】優勝 ３-Ａ  ２位 ３-B ３位 ２-A 

【各競技優勝クラス】 

・バスケット ３-B  ・バドミントン ３-A  ・バレー ３-A  

・ソフトボール ３-Ａ ・集団行動 ３－Ａ  

 ・長縄 ３－Ａ    ・全員リレー ２-Ａ 

 今年のスローガン ～ｐａｓｓｉｏｎとｓｍｉｌｅの二刀流、みんなで盛り上げろ！そだね－ ～ 

 ３年生の進路に向けた取り組みが本格化して

きました。平常課外も始まり,模試や検定も増

えてきます。３年ＨＲ前の廊下には一人一人の

目標が桜の木をバックに顔写真いりで掲げられ

ています。「○○ 大学合格」「第一志望の看護

学校に行く！」 ・・・ 頑張ろう、３年生！ 

 【 １ 回戦 】 大野・種市連合 ｖｓ 不来方高校 
         ７月８日（日）  ９：００～ 森山球場 

 【 ２ 回戦 】 大野・種市連合 ｖｓ 北上翔南・岩泉の勝者 
          ７月１１日（水）  ９：００～ 花巻球場 

 

応援よろしくお願いします！ 


