平成２９年度 部活動大会等成績一覧

部活動名

成

績

◇春季陸上競技会
５／７〈北上市〉
200m
佐々木海斗 西川朋哉 阿部真光 出場
やり投げ 武藤陸 佐々木彩大 出場
◇岩手県高等学校総合体育大会陸上競技
５／２４（水）～２８日（日）
100m
阿部真光 予選敗退
200m
佐々木海斗 西川朋哉 阿部真光 予選敗退
400m
佐々木海斗 西川朋哉 予選敗退
やり投げ 武藤陸 佐々木彩大 標準測定ライン届かず記録なし
陸上競技

◇岩手県民体育大会兼国体選手選考会
７／８（土）～１０日（月）
100m
佐々木海斗 西川朋哉 阿部真光 予選敗退
400m
佐々木海斗 西川朋哉 予選敗退
幅跳び 阿部真光 標準測定ライン届かず記録なし
やり投げ 武藤陸 佐々木彩大 標準測定ライン届かず記録なし
◇第6８回岩手県高等学校新人陸上競技大会
９／９（土）～１１日（月）
100m
阿部真光 予選敗退
200m
阿部真光 予選敗退
やり投げ 佐々木彩大 ３７ｍ２７
◇岩手県高等学校総合体育大会ボート競技
６月２日（金）～４日（日）<西和賀町 錦秋湖川尻ボート場>
男子シングルスカル 山田Ａ（カテゴリーＡ） 佐々木那緒登（２Ｂ） 準決勝進出
男子シングルスカル 山田Ｂ（カテゴリーＡ） 阿部 竜成 （２Ａ） 出場
男子ダブルスカル（カテゴリーＢ） 嶋津慶（１Ｂ）富山大地（１Ｂ） 第１位

ボート

◇第６９回岩手県民体育大会 第７２回国民体育大会選手選考会
６月３０日（金）～７月２日（日）〈盛岡市 御所湖レガッタコース〉
少年男子シングルスカル 佐々木那緒登（２B） ７位
少年男子シングルスカル 阿部 竜成 （２B） ９位
少年男子シングルスカル 嶋津 慶
（１B） 出場
少年男子シングルスカル 富山 大地 （１B）１２位
◇平成２９年度岩手県高等学校新人大会ボート競技
９月１日（金）～３日（日）〈花巻市 田瀬湖ボートコース〉
男子シングルスカル 山田Ａ 佐々木那緒登（２Ｂ）第４位
男子シングルスカル 山田Ｂ 阿部 竜成 （２Ａ）第２位 東北選抜出場
男子シングルスカル 山田Ｃ 嶋津 慶
（１Ｂ）準決勝進出
男子シングルスカル 山田Ｄ 富山 大地 （１Ｂ）準決勝進出
◇第３２回東北高等学校選抜ボート大会
男子シングルスカル 阿部 竜成 （２Ａ）出場

空手道

◇岩手県高等学校総合体育大会空手道競技
５月２７日（土）～２８日（日）
女子個人形 福士美咲（３Ｂ） 出場
男子個人組手 佐々木修弥（３Ｂ） 出場
中村広夢（１Ａ） 出場
德田尚人（１Ｂ） 出場
女子個人組手 福士美咲（３Ｂ） 出場
武藤花菜（１Ｂ） 出場
男子団体組手 山田 ０－４ 宮古 １回戦敗退
女子団体組手 山田 ２－３ 釜石商工 １回戦敗退
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空手道

◇第３５回岩手県高等学校新人大会空手道競技
１１月３日（金）～４日（土）
女子個人形 佐藤桜花（１Ｂ） 出場
男子個人組手 -61㎏級 中村広夢（１Ａ） 川村角栄（１B） 出場
-68㎏級 佐々木靖国（１A） 佐々木涼真（１A） 出場
+68㎏級 德田尚人（１Ｂ） 第３位
女子個人組手 -53㎏級 横田琉香（１B） 出場
-59㎏級 佐藤桜花（１A） 出場
男子団体組手 １回戦 山田 ３－２ 釜石商工
準決勝 山田 ０－４ 大船渡 第３位
第６９回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技
５月２６日（金）<花巻市>
１回戦 山田０－２盛岡商業

バレーボール

第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会 岩手県予選会宮古地区予
選
９月２０日（水）<宮古市>
山田０－２宮古
山田０－２宮古商業
山田０－２宮古水産・岩泉
第６５回岩手県高等学校新人大会バレーボール競技
１月２６日（金）<北上市>
１回戦 山田０－２西和賀・金ケ崎・水沢農業・前沢
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２５日（北上市）
２回戦 山田４４－６７大船渡

バスケットボール

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２３～２４日（宮古水産）
１回戦 山田３０－１０１宮古水産
代表決定１回戦 山田６５－６１宮古商業
代表決定戦 山田５３－７７岩泉
岩手県高等学校新人大会バスケットボール競技宮古地区予選
１１月２３～２５日（宮古商業）
１回戦 山田・水産６４－２８宮古商業
決勝 山田・水産７９－３４岩泉
岩手県高等学校新人大会バスケットボール競技
１月１３日（大東体育館）
１回戦 山田・水産７４－８７水沢
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２８日（金）～２９日（土）〈宮古市小山田テニスコート〉
個人戦 小林・田中 対 宮古水産高 1回戦敗退
芳賀・佐々木 対 岩泉高 1回戦敗退
団体戦 対 宮古水産高 1回戦敗退 対 岩泉高 4位決定戦敗退により5位

ソフトテニス

岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
5月27日(土)＜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 水沢工業高校 １対２ １回戦敗退
第２３回宮古市ソフトテニス協会長杯高校生大会
8月４日（金）〈宮古市小山田テニスコート〉
個人戦 芳賀・宮古水産高 1回戦敗退
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岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技宮古地区予選
8月２５日〈宮古市小山田テニスコート〉
個人戦 芳賀・宮古高 ４対１ （正規チームではないので勝ち上がりなし）
1回戦敗退
ソフトテニス

岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技
９月３０日（土）〈北上市和賀川グリーンパークテニスコート〉
団体戦（住田高校との合同チーム） 対 花北青雲 ０対３ 1回戦敗退
宮古市インドアソフトテニス大会（一般女子）
1月２０日（土）〈宮古市総合体育館〉 対 盛岡第三高 ０対４、対 久慈高 ０対
４
予選リーグ不通過
第６９回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技
５月２７日（土）～６月５日（月）〈盛岡市 他〉
１回戦 山田１－１０一関二高

サッカー

第９６回全国高等学校サッカー選手権岩手県大会
１０月１３日（金）～１１月５日（日）〈盛岡市 他）
１回戦 山田０－１８花巻東
第５２回岩手県高等学校新人サッカー大会
１１月１８日（土）～１１月２２日（水）
１回戦 山田・大槌１－４盛岡三高
第６４回春季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸北地区予選
５月３日（水）～８日（月）＜山田町総合運動公園野球場＞
１回戦 山田７－６宮古工業
２回戦 山田１－２宮古
敗者復活２回戦 山田１１－８宮古工業
第２代表決定戦 山田 １－７宮古商業

硬式野球

第９９回全国高等学校野球選手権岩手大会
７月７日（金）～２０日（木）〈岩手県営野球場・花巻球場・森山総合公園野球場〉
２回戦 山田５－０葛巻
３回戦 山田０－７一関学院（８回コールド）
第７０回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会沿岸北地区予選大会
（８月２６日・２７日・９月３日））＜山田町総合運動公園野球場＞
１ 回 戦
四校連合（山田・岩泉・宮水・大槌） ２－８ 宮古
敗復１回戦
四校連合（山田・岩泉・宮水・大槌） １－４ 宮古商業

相撲
柔道

書道

第６９回岩手県高等学校総合体育大会 岩手県大会相撲競技 ６月３日（土）（盛岡市）

個人戦 眞田大暉（２Ｂ） 出場
第６９回岩手県高等学校総合体育大会 岩手県大会柔道競技 ６月３日（土）（久慈市）

個人戦 ７３㎏級 武藤陸（３Ｂ） 出場
第３５回 マイヤ書道展
金賞 遠藤香乃（２Ａ） 佐々木七海（２Ａ）
第１３回 岩手日報高校書展
出品

佐々木麗緒（３Ａ）

坂本愛佳（３Ｂ）

篠沢里久（３Ｂ）

遠藤香乃（２Ａ）

佐々木七海（２Ａ）

第３１回宮古下閉伊高校芸術展 書道作品展示
１月１６日（火）～２１日（日） 於・宮古市市民文化会館
遠藤香乃（２Ａ）、佐々木七海（２Ａ）
吹奏楽

平成２９年度全日本吹奏楽コンクール第５５回岩手県大会予選沿岸地区大会
7月8日（土）大船渡市民文化会館
銀賞
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吹奏楽

パソコン

茶華道

平成２９年度全日アンサンブルコンテスト岩手県大会予選宮古支部大会
１２月２４日（日）宮古市民文化会館
管弦３重奏 銅賞
管楽４重奏 銅賞
『純情応援歌』（岩手朝日テレビ主催、第９９回全国高校野球岩手大会出場校
紹介企画） 優秀賞（６０作品中の「大賞」（１校）の次の賞（２校））
平成２９年度岩手県高等学校文化連盟写真専門部夏季写真コンテスト
特賞：題名「今は何も見えない」 ２Ａ 瀬川愛未
入選：題名「Ｃａｍｅｒａ ｉｎ Ｃａｍｅｒａ」 ２Ａ 佐々木茉祐
（入賞６７作品中、特賞８作品、入選１３作品、佳作４６作品）。
第３１回宮古下閉伊高校芸術展
１月１６日（火）～２１日（日）〈宮古市市民文化会館〉
写真展示（７作品） 『純情応援歌』放映
◇第３１回宮古下閉伊高校芸術展 華道作品展示
１月１６日（火）～２１日（日）〈宮古市市民文化会館〉
加藤優希（１Ａ）、山崎菜月（２Ｂ）

