
平成２６年度 クラブ活動成績     

＜文化部＞５０音順

部名（クラブ）
●大会名 競技名

＜団体／個人／部門＞

成績 生徒名 など

将棋 ●第３６回岩手県高校将棋大会

＜男子個人戦＞

   準優勝 久慈透也（２F）→［全国高文祭出場］

      ３位 川又祐斗（３C）

＜男子団体戦＞

優勝 岩手Ａ１（3C山口大成、2E川井郁弥、３C川又祐斗）

→［全国高文祭出場］

●第３５回全国中学生選抜将棋選手権岩手県予選

      優勝 菊池悦朗（中２） →［全国大会出場］

●第１０回文部科学大臣杯中学校将棋団体戦岩手県大会

      優勝 岩手中Ａ（中１古舘晴人、中２菊池悦朗、中３古舘陽

生）

→［全国大会出場］

      準優勝 岩手中 B（吉田卓歩、定島隆晟、植村歩）

      ４位 岩手中 C（昆野稜平、渡邊昂哉、村山遼）

囲碁 ●第３８回全国高校囲碁選手権岩手県大会

＜男子個人戦＞

      優勝 木村和紀（２D）→［全国高文祭出場］

＜男子団体戦＞

準優勝 岩手高（２D木村和紀、３C川又祐斗、２F久慈透也）

●第１１回文部科学大臣杯中学校囲碁団体戦岩手県大会

      準優勝 岩手中（渡邊昂哉、昆野稜平、佐々木優史）

映画 ＜高校の部＞

●第 37 回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会兼第 61 回 NHK 杯全国高

校放送コンテスト岩手県大会

・ラジオドキュメント部門 「吾が住み処ここよりほかはなし」 優良賞

→全国大会

・テレビドキュメント部門 「空と海 ～いのちを守る～」    優良

賞→全国大会

・研究発表 部門 「耳に残るサウンドとは」 →全国大会県代表決定



美術工芸 ●

国際交流 ●

自然科学 ●

写真 ●

書道 ●

吹奏楽 ●

＜体育部＞５０音順
部 ●大会名 競技名

＜団体／個人／部門＞

成績 生徒名 など

アイスホッケー ●

剣道 ●第６６回岩手県高等学校総合体育大会

・個人戦 ２回戦敗退

・団体戦予選リーグ敗退

サッカー ●第６６回岩手県高等学校総合体育大会 安比ＡＰＳＡグラウンド会場

・１回戦 対 水沢第一高校 ７－０

（池田１遠藤２鈴木１古館１杉澤１下田中１）

・２回戦 対 盛岡中央高校 １－５

（鈴木１）

総合結果 ベスト３２（参加５５チーム中）

山岳 ●第６６回高総体岩手県大会[５月３０日(金)～６月１日(日)] 岩手山

・男子団体の部 優勝 (3C 石川 3A 菅原 3A 稲垣 3C 佐藤翔) ｲﾝﾀｰﾊｲ

出場

●第７回岩手県山岳競技国体選手選考会[６月２７日(金)～６月３０日

(日)]

・少年男子リード競技 優勝 岩手高校Ａ(3A稲垣･3C 佐藤)

               3 位 岩手高校Ｂ(2D 木船･1B 阿部)

・少年男子ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ競技 3位 岩手高校Ａ(3A 稲垣･3C 佐藤)



柔道 ●高総体 盛岡地区予選大会［４月２５日（金）～２６日（土）］＠市立

武道館

・個人戦 １７名参加・・・１２名通過

・団体戦 第２位・・・通過

●若獅子旗争奪高校柔道大会[５月３日(土)]＠石巻総合体育館

・予選リーグ

   岩手 ０－５ 石巻商業（宮城）   岩手 ０－５ 本荘（秋田）   

岩手 ５－０ 気仙沼向洋（宮城）

                         第３位予選通

過ならず

●第６６回高総体岩手県大会[５月３０日(金)～６月１日(日)]＠久慈市

民体育館

・団体予選リーグ（１位通過）

岩手３－２花巻東（花巻地区１位）   岩手４―１大船渡東（気仙地

区１位）

・団体決勝トーナメント（ベスト１３）

  一回戦   岩手１－４久慈東（ベスト８）

・個人戦

６０キロ級

     ３年 阿部直生 初戦敗退

     ３年 川村知之 初戦敗退

６６キロ級

     １年 後藤尚真 初戦敗退

７３キロ級

     ３年 山本亮也 初戦敗退

     ２年 後藤雄輝 初戦敗退

     ２年 坂井和樹 ２回戦敗退

８１キロ級

     １年 佐藤将崇 ３回戦敗退（ベスト１６）

     １年 阿部宏太 ２回戦敗退

９０キロ級

     １年 小畑 丞 ２回戦敗退

     ２年 佐藤龍也 ３回戦敗退（ベスト１６）

１００キロ超級

     １年 羽鳥真乃介 ２回戦敗退（ベスト１６）

     ２年 中村悠登 準優勝（東北大会出場）

●ジュニア選手権岩手県選考会[６月７日(土)]＠岩手県営武道館

１００キロ超級

     ２年 中村悠登 準優勝



水泳 ●岩手県選手権水泳競技大会
・背泳ぎ ５０ｍ ２年 泉山遼介 ３位
●盛岡市民体育大会
●岩手県高等学校総合体育大会
・背泳ぎ １００ｍ ２年 泉山遼介 ７位 東北大会進出
・背泳ぎ ２００ｍ ２年 泉山遼介 ７位 東北大会進出
●夏季スイミングフェスティバル公認記録会
・背泳ぎ ５０ｍ ２年 泉山遼介   １位
・背泳ぎ ５０ｍ １年 清水端純司 ５位
●国民体育大会代表選手選考会
●全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 岩手県予選

スキー ●

ソフトテニス ●第２４回岩手県ジュニア選手権大会[５月１日(木)] 北上市

・男子個人 準優勝 菅原佑輔･佐々木怜ペア（ともに３Ｂ）

        第３位 岩﨑 悠・高橋 歩ペア(３Ｂ･３Ａ)

●第６６回高総体岩手県大会[５月３０日(金)～６月１日(日)] 北上市

・男子個人 優勝 菅原佑輔･佐々木怜ペア（ともに３Ｂ） 南関東ｲﾝﾀｰﾊ

ｲ出場

・ 〃   ﾍﾞｽﾄ８ 岩﨑 悠・高橋 歩ペア(３Ｂ･３Ａ) 東北大会出

場

・ 団 体 ベスト 16

体操 ●

卓球 ●高総体 盛岡地区予選大会［４月２２日（火）～２３日（水）］＠盛岡

体育館

・個人戦ダブルス ７組出場（１４名）・・・全員予選敗退

・個人戦シングルス １４名出場・・・全員予選敗退

・団体交流戦・・・［岩手５―０中央 、岩手２―３盛附、岩手１―４盛工］

→高総体岩手県大会通過

●第６６回 高総体岩手県大会[５月２３日（金）] ＠花巻総合体育館

・団体交流戦・・・２回戦で敗退

＜１回戦目＞ 岩手高校 ３－２ 福岡高校

・シングルス ３年 田口        １－３

・シングルス １年 檜山        ３－０

・ダブルス  ３年 田口・２年太田  ２－３

・シングルス ２年 太田        ３－１

・シングルス ２年 桑嶋        ３－１

＜２回戦目＞ 岩手高校 ０－３ 花巻農業高校

・シングルス １年 檜山        ０－３

・シングルス ３年 田口        ０－３

・ダブルス  ３年 田口・２年 太田 ０－３



テニス ●2014 ヨネックスファイナルステージ in 気仙沼

・団体 準優勝 (佐藤光希、本多好渡、紺野海斗、渡辺大樹、松浦洸祐)

●第６６回岩手県高等学校総合体育大会 盛岡地区予選

・シングルス

推薦：佐藤光希、本多好渡、本多映好、紺野海斗、渡辺大樹、伊藤悠馬、

    松浦洸祐、福田昇平、高橋立、遠藤亜蘭、上村健仁

・ダブルス

推薦：佐藤光希・本多好渡、渡辺大樹･紺野海斗、本多映好･松浦洸祐、

      福田昇平･高橋立、伊藤悠馬･遠藤亜蘭

通過：上村健仁･吉田翔喜

●市民体

・シングルス：優勝    佐藤光希

        ベスト４  本多好渡

        ベスト８  渡辺大樹、紺野海斗、本多映好

        ベスト１６ 高橋立、伊藤悠馬、遠藤亜蘭、松浦洸祐

・ダブルス ：優勝     佐藤光希・本多好渡

        ベスト４  渡辺大樹･紺野海斗、本多映好･松浦洸祐

        ベスト８   福田昇平･高橋立、伊藤悠馬･遠藤亜蘭

●２０１４ヨネックスファイナルステージ in 気仙沼

・団体：準優勝

     佐藤光希、本多好渡、渡辺大樹、紺野海斗、松浦洸祐

●第３５回岩手県ジュニアテニス選手権大会

・18才以下 シングルス 優 勝  紺野海斗

          準優勝 渡辺大樹

           ベスト８ 高橋立

       ベスト１６ 福田昇平、上村健仁

・18以下  ダブルス 優 勝  渡辺大樹・紺野海斗

       ベスト８ 福田昇平・高橋立

・16才以下 シングルス ベスト４        紺野拓海、松浦洸祐

               ベスト８ 伊藤悠馬、遠藤亜

蘭、竹花克典

・16才以下 ダブルス 優 勝  松浦洸祐・菊池裕太  

       準優勝 遠藤亜蘭･紺野拓海

       ベスト４ 伊藤悠馬･紺野伊吹

・14才以下 シングルス ベスト４ 似里達哉

●'１4 ヨネックスカップ東北テニストーナメント

・シングルス 準優勝  本多好渡

ベスト 8  佐藤光希、本多映好

          ベスト 16 松浦洸祐



・ダブルス ベスト 4  佐藤光希･本多好渡

                 松浦洸祐・本多映好

●平成 26 年度 高体連テニス専門部県外交流事業 テニスフェスティバ

ル

・団体 優勝   岩手 B

       紺野海斗、遠藤亜蘭、伊藤悠馬、竹花克典、澤藤諒、竹花

竜徳

     準優勝 岩手 A

       渡辺大樹、高橋立、福田昇平、上村健仁、吉田翔喜

●第６６回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技

団体 優勝  佐藤光希、本多好渡、本多映好、紺野海斗、松浦洸祐

個人

シングルス 優勝 佐藤光希

     第 3位 本多好渡

     ベスト 8 紺野海斗、本多映好

    ベスト 16 高橋立、渡辺大樹、遠藤亜蘭、松浦洸祐、

伊藤悠馬

ダブルス 優勝 佐藤光希･本多好渡

     準優勝 本多映好･松浦洸祐

     第 3位 渡辺大樹･紺野海斗

     ベスト 8 伊藤悠馬･遠藤亜蘭

●第 33回岩手県中学生テニス選手権大会

団体 優勝

紺野拓海、内川璃玖、似里達哉、太田屋遼介、武田優喜、角張伊織

個人

シングルス ベスト４ 紺野拓海

      ベスト８ 似里達哉

ダブルス 優  勝 紺野拓海･似里達哉

●第 55回東北高等学校テニス選手権大会

団体 優勝  佐藤光希、本多好渡、本多映好、紺野海斗、松浦洸祐

個人 シングルス   優 勝 佐藤光希

         ベスト８ 本多好渡

ダブルス   優 勝 本多映好・松浦洸祐

          準優勝 佐藤光希･本多好渡



バスケット ●平成２６年度 盛岡市民体育大会バスケットボール競技 高校の部

準優勝

【１回戦岩手 87-55 中央 ２回戦岩手 86-44 盛岡北 準決勝岩手 79-63 不来方 決勝岩手 76-81 盛岡南（延

長戦）】

●第 66 回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 ベスト 8

【3 回戦岩手 98-48 岩谷堂 4 回戦岩手 79-75 花巻北 準々決勝岩手 65-113 盛岡市立】

バレーボール ●第６６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 釜石２―０岩手

ハンドボール ●第６６回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技

   ２回戦敗退 一関工―岩手

ラグビー ●第 1 回アシックスカップ全国高校７人制大会県予選

県央地区予選 第３位
県予選      第７位

●第６６回岩手県高校総合体育大会 ラグビー競技

Ａ２リーグ３位 (総合７位)

陸上 ●

野球 ●


