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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、

前期中間考査、体育祭、避難訓練などの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！ 
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● 第 73 回岩手県高等学校総合体育大会 

  

             ５月 20 日（木）～５月 23 日（日） 宮古市民総合体育館 

女子ダブルス  ２回戦 大村・長川 ３―１ 村井・坂本（盛岡市立） 

        ３回戦 大村・長川 １―３ 千葉・中嶋（一関二） ☆結果 ベスト 16 

女子シングルス ２回戦 長川 ３―０ 田邊（千厩） 

２回戦 大村 ３―２ 渡邉（一関二） 

３回戦 長川 ０―３ 佐藤（花北青雲） 

３回戦 大村 ３―０ 坂本（盛岡市立） 

４回戦 大村 ０―３ 鈴木（一関一） 

９―16 位決定戦 大村 １―３ 中嶋（一関二） 

13―16 位決定戦 大村 ３―１ 千葉（一関二） 

13―14 位決定戦 大村 ０―３ 小笠原（宮古商工） 

           ☆結果 大村 愛果（３年） 14 位 東北高等学校卓球選手権大会出場権獲得  

 

              ５月２２日(土)  岩手県営運動公園サッカー場 

1 回戦 大野・福岡・福岡工業 ２－０ 岩泉・葛巻 

２回戦 大野・福岡・福岡工業 ０－６ 盛岡商業 

 

 

 

 

 

 

              ５月２６日(水)・２７日（木） 奥州市総合体育館他 

1 回戦 大野 ６３－５４ 一戸 ２回戦 大野 ５３－９８ 岩手 

 

 

 

 

 

 

５月２７日(木)・２８日（金）   

花巻市民体育館 

1 回戦 大野 ２－１ 岩谷堂 

２回戦 大野 ０－２ 一関一 

 

大野高校通信 

サッカー 

バスケットボール 

報告 

卓  球 

1 回戦目の岩泉・葛巻には、前回の i リーグの時に負けてしま

い、とても悔しくて、その悔しさを忘れずに日々の練習を頑張って

きました。フル出場は出来ませんでしたが、勝利し、2 回戦に進出

することが出来ました。2 回戦の盛岡商業とは初めて戦い、その実

力は今まで戦ってきたチームの中で圧倒的に強く、敗退はしまし

たが、よい経験が出来たと思いました。応援してくださり、ありがと

うございました。（部長 3 年 A 組 芦口 泰寛） 

バレーボール 
今まで大変なことも沢山あったけれど、このメンバーとここ

まで頑張ってきて、試合をすることができて良かったです。

今まで、すごい点差で負けたり、惜しいところまでいって負け

る試合ばかりだった自分たちにとって、この一勝はとても大

きかったです。１・２年生の皆さん、大変な状況だけれど、沢

山意見を言い合える皆なら良いチームになれると思います。

目指せ地区優勝！（キャプテン 3 年 A 組 旭岡 桃子） 

私たちは昨年度から県ベスト８を目指し、練習に励んできました。高総体は結果としては２回戦敗退となって

しまいました。この３年間、私自身、部活が辛く感じる時期があり、辞めたいと思うことがありました。その時、

直向きにバスケットに取り組み続けて来たことが、今の自分につながっていると感じています。私たちは引退

となりますが、後輩には、ただ直向きにバスケットを頑張ってほしいと思います。「言われているうちが華」。最

後に応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。（キャプテン 3 年 A 組 中屋敷 裕太） 

 昨年は中止となってしまったので、

今年出場できたことは本当に嬉しかっ

た。当たり前に卓球が出来ることへの

感謝を忘れず、全力を尽くして試合に

臨めたと思う。東北大会は中止となっ

てしまい残念だったが、すべてを出し

切ることが出来た。次は１年生二人で

目標に向かって頑張ってほしい。 

（部長 ３年 A 組 大村 愛果） 



 

男子団体                     女子団体 

1 回戦 シード                  1 回戦 大野 ２－１ 山田 

２回戦 大野 ０－３ 宮古商工          2 回戦 大野 ０－３ 釜石 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月例集会（高総体報告会） （６／1） 

 昨年は高総体に出場することができず、今年も新型コロナウイルスの影響が危

ぶまれましたが、無事出場できたことを嬉しく思います。試合では 1 回戦を突破す

ることができ、今までの集大成として全力で臨むことができました。もちろん嬉し

さや達成感、そして悔しさも残りますが、この想いを後輩に託し、これまでの思い

出を胸に次へと進みたいと思います。ご指導頂いた顧問の先生、応援してくださ

った方々、本当にありがとうございました。（部長 3 年 A 組 向井 寿美玲） 

    

 生徒会主催の第 2 回月例集会が行われ、

前半は保健体育科の今野先生から、「ポジテ

ィブ（楽観的）に生きることの大切さ」と、「人

との出会いや今の友達を大切にすること」に

ついての講話があり、後半は高総体出場部の

代表生徒から大会報告がありました。 

同窓会役員会（５／２６） 

ソフトテニス 

 全員初めての高総体でしたが、他校の圧倒的な強さに驚き

ました。自分たちのテニスが通用するようにもっと努力しない

とダメだと改めて思いました。自分たちの課題点をみんなで話

し合い、今後の部活動に生かしていきたいと思いました。 

（キャプテン ２年 A 組 瀬川 友夢） 

『学校の様子』     

 感染症拡大防止の観点から、大野高校会議

室にて会議のみ行い、盛岡支部総会の中止等

が決議されました。また、学校側からグランド

整備について協力を依頼し、快諾を得ました。

そして、早速５／２８（金）には機械による草刈り

を行っていただき、ありがとうございました。 

☆閉会式後に全員で記念撮影しました☆ 

里山整備事業（事前整備） （６／19） 
 本校の代表的な事業である里山整備事

業。まつたけマイスターの岩舘様のご指導

の下、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（火）に行われます。 

県高等学校 PTA 連合会結成 70 周年記念式典（６/４） 

笑顔がいっぱい！大いに楽しんだ２日間でした！ 

今年は少数精鋭の 2 年生が９種目中 4 種目優勝の大

健闘を見せましたが、最終種目の女子バレーボール決勝

戦で 3 年生が 2 年生との直接対決を制し、優勝。 

これにより、総合得点わずか 1 点差で 3 年生が総合優

勝という劇的な幕切れとなりました。 

1 年生はバドミントン女子で優勝、職員もバドミントン

男子で優勝し、プライドをみせました。 

【総合】優勝 ３-Ａ（401 点）  準優勝 ２-A（400 点） 

   3 位 職員（281 点） 4 位 1-A（252 点） 

【各競技優勝チーム】 

・バスケットボール男子 2-A  ・卓球女子 ３-A  

・ドッジボール 3-A ・バドミントン男子 職員 

・バドミントン女子 1-A ・バレーボール男子 2-A 

・バレーボール女子 ３-Ａ ・カクテル 2-A 

・借り人競争 2-A 

 サンセール盛岡にて県高Ｐ連総会及び 70 周

年式典があり、本校から太内田 PTA 会長・校

長・事務局長の３名が出席しました。また、本校

前 PTA 会長坂久保了様に対し、県高 P 連から

表彰状が、東北地区高 P 連会長から感謝状が

それぞれ贈られました。 

体育祭（６／17・１８） スローガン「努来勝（どっこいしょ）～over the top～」 

SDGｓ講演会（５／２１） 「岩手日報に取り上げられました。」 


