
平成28年度クラブ活動成績
＜文化部＞50音順
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＜団体／個人／部門＞成績　生徒名　など 
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●第38回岩手県高校将棋大会 

＜男子個人戦＞ 

優勝　2E古館陽生　　→全国大会出場 

準優勝1F吉田卓歩　　→全国大会出場 

3位1B　田部史哉 

＜男子団体戦＞ 

優勝　岩手Al（1F菊池悦朗、lB大塚瑛斗、lB田部史哉）→全国大 

会出場 

準優勝　岩手A声（2E渡連昂哉、3A北田健人、ID前川匠） 

●第29回全国高等学校将棋竜王戦岩手県予選 

優勝菊池悦朗（1F）　→全国大会出場 

準優勝大塚瑛斗（1B） 
3位古館陽生（2E） 

＜中学の部＞ 

●第37回全国中学生選抜将棋選手権岩手県予選 

優勝古館晴人（中3）　→全国大会出場 

準優勝梅里爽希（中1） 
3位岩崎唯人（中1） 

●第12回文部科学大臣杯中学校将棋団体戦岩手県予選 

優勝岩手中A（岩崎唯人、橋本力、古館晴人）　→全国大会出場 

準優勝岩手中B（梅里爽希、千葉陽生、安藤源之助） 
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●第40回全国高校囲碁選手権岩手県大会 

＜男子個人戦＞ 

3位　渡連昂哉（2E）→全国高文祭出場 

＜男子団体戦＞ 

準優勝　岩手高（2E渡連昂哉、1F昆野稜平、2E古館陽生） 

●平成28年度岩手県高校囲碁級別大会 

Aクラス3位　渡連昂哉（2E） 

＜中学の部＞ 

● 
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●第39回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会兼第63回NHK杯全国高校 

放送コンテスト岩手県大会（6／6－6／7，岩手県民会館） 
・ラジオドキュメント部門「今やるべきこと」　入選 

・ラジオドラマ部門「うーちゃんといっしょ」（6位） 

・テレビドキュメント部門「HighSchooIDRIVE！」　優良賞（全国大会出場） 

・研究発表「内面の変化とおもしろさ」（全国大会岩手県代表） 

●第63回NHK杯全国高校放送コンテスト 

（7／25－7／28，NHKホール・オリンピック記念青少年総合センター） 
・テレビドキュメント部門 

・研究発表 

＜中学の部＞ 

● 
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3A阿部健汰　3C和田資生　3D山田諌介　2A田村将 

●平成28年度国民体育大会選手選考会山岳競技クライミング（H28．06．24～26） 

ボルダリング競技　岩手高校C（2A藤原晴輝・2D佐々木建彰）準優勝 

リード競技　　　　岩手高校C（2A藤原晴輝・2D佐々木建彰）第3位 

岩手高校B（3A阿部健汰・3D山田諌介）　第6位 
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男子団体　予選リーグ　2位通過　決勝トーナメント進出 

生徒怪我のため途中棄権ベスト16 

◎平成28年度岩手県高等学校総合体育大会柔道競技 



男子団体　第3位（3A小畑丞・3B阿部宏太・3B佐藤将崇・3B羽鳥真

乃介・3D後藤尚真・2A自椛恵・2B吉田瑠維・1B竹田匡宏・

1C高瀬凱）

男子個人

60キロ

1B井上隆司

l C吉田周樹

66キロ

1E伊藤由羽

2B吉田瑠維

2C吉田知生

73キロ

1A佐々木雄太

1B石澤優真

1B玉熊大悟

1C中坪航太郎

ベスト16

初戦敗退

3回戦敗退

初戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退
ベスト16

2回戦敗退

2回戦敗退

2A笹森武　2回戦敗退

2B飯島海聖　3回戦敗退

2B下村裕大　2回戦敗退

2D谷藤明穂　2回戦敗退

3D後藤尚真　3回戦敗退

81キロ

1A小笠原才覚　初戦敗退

1B小岩星輝　初戦敗退

1B竹田匡宏　棄権

90キロ

3A小畑丞　ベスト16

3B阿部宏太　ベスト8

3B佐藤将崇　3位　東北大会出場

100キロ

2A白椛恵　2回戦敗退

100キロ超級

1C高瀬凱　2回戦敗退

3B羽鳥真乃介　ベスト8

◎平成28年度全日本ジュニア柔道選手権大会岩手大会

55キロ

1B井上隆司　3位

90キロ

3B阿部宏太　初戦敗退

3B佐藤将崇　3位

◎第66回東北高等学校柔道大会

90キロ

3B佐藤将崇　初戦敗退
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●第71回国民体育大会選手選考会　兼　選手権大会 
●第68回岩手県高等学校総合体育大会水泳競技 

西　眞也　バタフライ　200m　第5位　東北大会出場 

100m　第8位　東北大会出場 

●平成28年度　夏期スイミングフェスティバル 
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男子団体　　準優勝 

3A前田海斗　3B遠藤嘉之　2B泉大成、浅間楓　2C高橋正徳 

1A賓藤理来　1B東直樹　1D瀬川楓雅 

男子個人 

賓藤理来（1A）・泉大成（2B）ペア　敗者復活により　匝国インハイ出嘲・ 

東北大会出場 

遠藤嘉之（3B）・前田海斗（3A）ペア　　東北大会出場 

浅間　楓（2B）・高橋正徳（2C）ペア　　東北大会出場 

東　直樹（1B）・瀬川楓雅（1D）ペア　　東北大会出場 

鈴木温大（2A）・高橋智彦（3C）ペア　　東北大会出場 

●平成28年度ハイスクールジャパンカップソフトテニス選手権 

浅間　楓（2B）　出場 
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・期日　平成28年5月29日（日） 

・会場　盛岡市アイスアリーナ 

・成績　小笠原一真（2D）個人総合16位 

菊地　圭太（2A）棄権 
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＜個人戦ダブルス＞ 
・3回戦敗退 

槍山・吉田1回戦　シード　2回戦　岩手　3－0盛商　3回戦　岩手1－3市立 

中村・菅野1回戦　シード　2回戦　岩手　3－0盛附　3回戦　岩手0－3盛四 
・1回戦敗退 

金子・兼平1回戦　岩手2－3　盛商 

橋本・野田　1回戦　岩手2－3　盛四 

試合棄権 

宮腰・藤澤（宮腰体調不良で大会を欠席） 

＜個人戦シングルス＞ 

檜山諒真　　　県大会出場決定！（5月末日） 

1回戦シード　　2回戦3－0盛四（工藤）　　3回戦3－0盛工（瀬川） 

4回戦3－0盛南（及川源喜）　　5回戦2－3市立（高木） 

敗者復活戦　3－1　北高（砂森） 

3回戦敗退 

吉田尚弘（3D）、中村天斗（3D）、菅野要（2A） 

2回戦敗退 

兼平一輝（2A）、金子耀大（3D）、野田恭平（2A）、橋本雄一郎（2C） 



1回戦敗退

藤澤拓弥（2D）

試合棄権

宮腰太一（2A）欠席

＜団体交流戦＞・・・岩手県大会出場決定！

Aブロック（市内4強チーム）　リーグ戦　　2位　岩手高校

●2016岩手県高総体卓球大会＠一ノ関総合体育館

＜団体戦＞t・・3回戦敗退［岩手県内ベスト16以内、盛岡市内2位］

1回戦　岩手3－1大東

（中村0－3）（槍山3－0）（槍山・吉田3－1）（橋本3¶1）

2回戦　岩手3－1盛岡南

（中村3－1）（吉田0－3）（槍山・吉田3－1）（槍山3－0）

3回戦　岩手0－3宮古工業

（野田0－3）（檎山2－3）（槍山・吉田0－3）

＜個人戦＞■・・1回戦敗退

1回戦　岩手（槍山3D）2－3　水沢（千葉）

［12－14、9－11、11－8、11－5、11－13］

テニス ●2016ヨネックスファイナルステージin気仙沼

団体　優勝（本多映好、松浦洗祐、紺野拓海、遠藤亜蘭、伊藤悠馬）

●高総体地区予選

シングルス

推薦：遠藤亜蘭、松浦洗祐、伊藤悠馬、本多映好、佐藤一樹、

佐々木咲一貴、内川璃玖、紺野拓海

通過：石澤和幸、大間暗太郎、土樋迅、

ダブルス

推薦：本多映好・松浦洗祐、遠藤亜蘭・紺野拓海、伊藤悠馬・佐藤一樹、

大間暗太郎・太田屋遼介、石澤和幸・似里達哉

通過：佐々木咲一貴・内川璃玖

市民体

シングルス　優　　勝　本多映好

準優勝　松浦洗祐
ベスト4　伊藤悠馬、紺野拓海

ベスト8　遠藤亜蘭、佐藤一樹、似里達哉

ベスト16太田屋遼介

ダブルス　優　　勝　本多映好・松浦洗祐

準優勝　遠藤亜蘭・紺野拓海
ベスト4　石澤和幸・似里達哉

●第37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　本多映好

準優勝　松浦洗祐
ベスト4　遠藤亜蘭・紺野拓海

ベスト8　伊藤悠馬・佐藤一樹



ダブルス

（スコーレ）

16才以下

シングルス

ダブルス

優　　勝　本多映好・松浦洗祐

準優勝　遠藤亜蘭・紺野拓海
ベスト4　伊藤悠馬・佐藤一樹

ベスト8　石澤和幸・大間暗太郎、佐々木咲一貴・紺野伊吹

準優勝　似里達哉
ベスト8　太田屋遼介

準優勝　似里達哉・佐藤哲太（盛岡中央）
ベスト4　内川璃玖・太田屋遼介

14才以下

ダブルス　　　ベスト4　戸塚聖巌・藤澤亮平（TOY’S）

●第36回　A級シングルステニストーナメント

シングルス　　優　勝　　伊藤悠馬

ベスト4　　佐藤一樹

ベスト8　　似里達哉

●第68回岩手県高等学校総合体育大会　テニス競技

団体　優勝　本多映好・松浦洗祐・紺野拓海・遠藤亜蘭・伊藤悠馬

個人
シングルス　　優　勝　本多映好

準優勝　松浦洗祐

第3位　紺野拓海、遠藤亜蘭
ベスト8　佐藤一樹、似里達哉

ベスト16伊藤悠馬、太田屋遼介

ダブルス　　　優　勝　本多映好・松浦洗祐

準優勝　遠藤亜蘭・紺野拓海

第3位　伊藤悠馬・佐藤一樹
ベスト8　石澤和幸・似里達哉

●第56回岩手県テニス選手権大会

シングルス　　準優勝　　本多映好

ベスト8　紺野拓海

●第57回東北高等学校テニス選手権大会

団体　優勝（本多映好、松浦洗祐、紺野拓海、遠藤亜蘭、伊藤悠馬）

個人

シングルス　　優勝　　本多映好

ベスト8　松浦洗祐

ベスト16遠藤亜蘭、紺野拓海

ダブルス　　　準優勝　本多映好・松浦洗祐

ベスト8　遠藤亜蘭・紺野拓海

バスケット ●第68回盛岡市民体育大会バスケットボール競技　第3位



●第68回岩手県総合体育大会バスケットボール競技　ベスト16 
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予選Bグループ　　　第3位　0†2盛岡工、0－2不来方 

順位決定トーナメント　第7位　0－2盛岡一、2－0盛岡中央 

●第68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1【2水沢 

● 
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第一回戦　敗退 

●第68回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 

第一回戦　敗退 
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陸上 ��ﾂ�

野球 ��ﾉ�cc8���ｴy8ﾉfｹ&霎hﾘ)9乂xﾕｩnﾈｸY�X檠�x圸&霎iuﾉ���

第1回戦　　　　　　　　盛岡市立1－3　0 

代表決定戦　　　　　　盛岡大附9－0　（7C） 

敗者復活2回戦　　盛岡第三4－7　0 

敗復代表戦　　　　　盛岡第四8－1（7C） 

復第七決定戦　　　盛岡商業5－2 


