
部活動名 成　　　　績
◇岩手県春季陸上競技大会
　5月11日（土）～12日（日）
　　男子800m        小野堅斗（2A）　出場
　　男子1500m       小野堅斗（2A）　出場
　　男子走り幅跳び  西川直哉（2A）　出場
　　男子三段跳び    西川直哉（2A）　出場
◇第71回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技
　5月22日（木）～26日（日）
　　男子800m        小野堅斗  （2A）　出場
　　男子1500m       小野堅斗  （2A）　出場
　　男子走り幅跳び  西川直哉  （2A）　出場
　　男子三段跳び    西川直哉  （2A）　出場
　　男子走り高跳び  上澤知征  （1B）　出場
　　女子砲丸投げ    佐々木麻央（1B）　出場
◇2019年岩手県陸上競技選手権大会
　7月5日（金）～7日（日）
　　男子800m        小野堅斗  （2A）　出場
　　男子1500m       小野堅斗  （2A）　出場
　　男子走り幅跳び  西川直哉  （2A）　出場
　　男子三段跳び    西川直哉  （2A）　出場
　　男子100m        上澤知征  （1B）　出場
　　男子走り高跳び  上澤知征  （1B）　出場
　　女子砲丸投げ    佐々木麻央（1B）　出場
◇第71回岩手県民体育大会陸上競技大会
　7月20日（土）～21日（日）
　　男子800m        小野堅斗  （2A）　出場
　　男子1500m       小野堅斗  （2A）　出場
　　男子100m        上澤知征  （1B）　出場
　　男子走り高跳び  上澤知征  （1B）　出場
　　女子砲丸投げ    佐々木麻央（1B）　出場
◇第70回岩手県高等学校新人陸上競技大会
　9月6日（金）～8日（日）
　　男子800m        小野堅斗  （2A）　出場
　　男子1500m       小野堅斗  （2A）　出場
　　男子走り幅跳び  西川直哉  （2A）　出場
　　男子三段跳び    西川直哉  （2A）　第5位
　　男子100m        上澤知征  （1B）　出場
　　男子走り高跳び  上澤知征  （1B）　出場
　　女子砲丸投げ    佐々木麻央（1B）　第8位
◇第24回東北高等学校新人陸上競技選手権大会
　9月27日（金）～29日（日）
　　男子三段跳び　　西川直哉（2A）　出場
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◇第71回岩手県高等学校総合体育大会ボート競技
　5月31日（金）～6月1日（土）<西和賀町　錦秋湖>
〈Aカテゴリー〉
　　男子ダブルスカル
　　　嶋津慶（3B）・富山大地（3A）　第1位
　　男子シングルスカル
　　　山崎北斗（2A）　第2位
　　男子シングルスカル
　　　梶山直人（2B）　第3位
　　女子クォドルプル
　　　堀合明香莉（2B）・甲斐谷こいき（2A）・鳥居亜美（2B）
　　　・鳥居亜紀（2A）・山嵜理沙（2B）　第1位
　　女子シングルスカル
　　　板橋みなみ（2B）　第3位
　（※なお、女子は総合優勝）
〈Bカテゴリー〉
　　男子ダブルスカル
　　　黒沢航汰（1B)・倉本大輝（1A）　第1位
◇第45回東北高等学校ボート選手権大会
　男子ダブルスカル
　　嶋津慶（3B）・富山大地（3A）　第1位
　男子シングルスカル
　　山崎北斗（2A）　第3位
　女子クォドルプル
　　堀合明香莉（2B）・甲斐谷こいき（2A）・鳥居亜美（2B）
　　・鳥居亜紀（2A）・山嵜理沙（2B）　出場
◇令和元年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会
　男子ダブルスカル
　　嶋津慶（3B）・富山大地（3A）　出場
女子クォドルプル
　　堀合明香莉（2B）・甲斐谷こいき（2A）・鳥居亜美（2B）
　　・鳥居亜紀（2A）・山嵜理沙（2B）　出場
◇令和元年度岩手県高等学校新人大会ボート競技
　兼第34回東北高等学校選抜ボート大会選考会
　　男子ダブルスカル
　　　山崎北斗（2A)・梶山直人（2B)　第1位
　　男子シングルスカル
　　　倉本大輝（1A）　準決勝敗退
　　男子シングルスカル
　　　黒沢航汰（1Ｂ）　出場
　　女子クォドルプル
　　　堀合明香莉（2B）・甲斐谷こいき（2A）・鳥居亜美（2B）
　　　・鳥居亜紀（2A）・山嵜理沙（2B）　第1位
　　女子シングルスカル
　　　板橋みなみ（2B）　出場
◇第74回国民体育大会ボート競技
　　少年男子ダブルスカル
　　　山崎北斗（2A）・梶山直人（2B）　第5位
◇第34回東北高等学校選抜ボート大会
　男子ダブルスカル
　　山崎北斗（2A）・梶山直人（2B）　第1位
　女子クォドルプル
　　堀合明香莉（2B）・甲斐谷こいき（2A）・鳥居亜美（2B）
　　・鳥居亜紀（2A）・山嵜理沙（2B）　出場
◇第31回全国高等学校選抜ボート大会
　3月19日（木）～3月22日（日）
　男子ダブルスカル
　　山崎北斗（2A）・梶山直人（2B）　出場予定
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◇第71回岩手県高等学校総合体育大会空手道競技
　5月24日（金）～26日（日）〈盛岡市〉
　団体組手
　　（男子）第3位
　　（女子）準々決勝敗退
　個人組手
　　（男子）山﨑2回戦敗退、田中1回戦敗退
　個人形
　　（女子）福浦　第9位　　山﨑　第11位
◇第37回岩手県高等学校新人大会空手道競技
　10月26日（土）～27日（日）〈宮古市〉
　団体組手
　　（男子）第3位
　　（女子）準々決勝敗退
　団体形
　　（男子）第3位
　　（女子）第4位
　個人組手
　　（男子）山﨑2回戦敗退、田中1回戦敗退
　　（女子）山﨑　準々決勝進出　  福浦1回戦敗退
　　　　　　西村　1回戦敗退　　　 熊谷1回戦敗退
　個人形
　　（男子）田中　第13位
　　（女子）福浦　第10位　　山﨑　第12位
◇第71回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技
　5月24日（金）～27日（月）<花巻市>
　　1回戦　山田0－2黒沢尻北
◇第72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
　9月20（金）～21日（土）<宮古市>
　　宮古地区予選　予選敗退
◇第67回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技
　11月22日（金）<宮古市>
　　宮古地区予選　第4位通過
◇第67回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技
　1月17日（金）～19日（日）<奥州市・北上市>
　　1回戦　山田0－2岩谷堂
◇第71回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技
　5月30日（木）～6月2日（日）〈江刺中央体育館〉
　　1回戦　山田  104－26　盛岡スコーレ
　　2回戦　山田   71－78　一関第二
◇第40回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会宮古地区予選
　9月29日（日）〈宮古工業高校〉
　　代表決定戦　山田　71－44　宮古商業･宮古水産
◇第40回岩手県高等学校選抜バスケットボール大会
　10月25日（金）～27日（日）〈花巻市総合体育館〉
　　1回戦　山田　67－ 65　花巻北
　　2回戦　山田　44－111　一関学院
◇第65回岩手県高等学校新人バスケットボール大会宮古地区予選
　11月3日（日）～4日（月）〈宮古工業高校〉
　　1回戦　山田　128－50　岩泉
　　決 勝　山田   64－69　宮古
◇第65回岩手県高等学校新人バスケットボール大会
　1月17日（金）～20日（月）〈一関市総合体育館、大東体育館〉
　　1回戦　山田　106－45　盛岡中央･盛大附属
　　2回戦　山田　 60―63　一関第一
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◇平成31年度岩手県高等学校総合体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技宮古地区予選
　4月26日(土)＜宮古市　小山田ﾃﾆｽｺｰﾄ＞
　【個人戦】
　　中山・小林：初戦敗退　　佐々木(友)・堀合：2回戦敗退
◇第71回岩手県高等学校総合体育大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
　6月1日(土)～2日(日)＜北上市　和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ＞
　【団体戦】
　　対　宮古商業高校：0－3　敗退
◇令和元年度岩手県新人大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技宮古地区予選
　8月30日(土)＜宮古市　小山田ﾃﾆｽｺｰﾄ＞
　【個人戦】
　　佐々木・小林：初戦敗退　　大久保・山﨑：初戦敗退
　　中山・福士：棄権　　堀合・藤原：初戦敗退
◇第64回岩手県高等学校新人大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
　10月12日(土)～13日(日)＜北上市　和賀川ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ＞
　【団体戦】
　　対　花北青雲高校：1－2　敗退
◇第25回宮古ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会(一般女子)
　1月25日(土)～1月26日(日)＜宮古市　総合体育館(ｼｰｱﾘｰﾅ)＞
　【予選ﾘｰｸﾞ(3ﾍﾟｱずつ)】
　　堀合・藤原　0－2　　大久保・山﨑　0－2

ｻ ｯ ｶ ｰ

◇第71回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技
　5月25日（土）～6月3日（月）〈一関市　一関ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場など〉
　　1回戦　山田・大槌連合　7－1　水沢農業
　　2回戦　山田・大槌連合　0－2　黒沢尻北
◇第66回春季東北地区高等学校野球岩手大会沿岸北地区予選
　一　回　戦　山田・宮水連合　1－11　宮古工業
　敗復一回戦　山田・宮水連合　1－11　宮古商業
◇第101回全国高等学校野球選手権岩手大会
　二　回　戦　山田・宮水連合　0－10　盛岡南
◇第72回秋季東北地区高等学校野球岩手大会沿岸北地区予選
　※リアス３校連合：山田・住田・宮水
　二　　回　　戦　リアス３校連合　5－ 4　岩泉
　第一代表決定戦　リアス３校連合　1－ 8　宮古商業
　第二代表決定戦　リアス３校連合　7－14　宮古
◇第15回岩手日報高校書展　出品
　3A　佐藤桜花、武藤花菜　　3B　川崎結愛、横田琉香
　2A　内沢水緒　　2B　佐々木美羽
　1A　野田菜月　　1B　馬場祭里、村木雪乃
◇第37回マイヤ書道展　出品
　2A　内沢水緒　　2B　佐々木美羽
　1A　野田菜月　　1B　馬場祭里、村木雪乃
◇令和元年度山田町民芸術祭
　作品展示　11月2日（土）・3日（日）
　3A　佐藤桜花、武藤花菜　　3B　川崎結愛、横田琉香
　2A　内沢水緒　　2B　佐々木美羽
　1A　野田菜月　　1B　馬場祭里、村木雪乃
◇第22回宮古下閉伊地区高校芸術展　作品展示
　3A　佐藤桜花、武藤花菜　　3B　川崎結愛、横田琉香
　2A　内沢水緒　　2B　佐々木美羽
　1A　野田菜月　　1B　馬場祭里、村木雪乃
◇全日本吹奏楽コンクール岩手県予選沿岸地区大会
　高等学校小編成の部　銅賞
◇全日本吹奏楽コンクール岩手県予選沿岸地区大会宮古支部大会
　管楽四重奏・管打五重奏　銅賞

ﾊ ﾟ ｿ ｺ ﾝ
◇第101回全国高校野球岩手大会
　出場校紹介企画「純情応援歌2019」　特別賞
◇令和元年度山田町民芸術祭　作品展示
　11月2日（土）・3日（日）
　2A　小川留以、川野愛美、佐々木莉那、横田理紗
　1B　野崎みずき
◇第33回宮古下閉伊地区高校芸術展　作品展示
　2A　小川留以、川野愛美、佐々木莉那、横田理紗
　1B　野崎みずき
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