
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 ●第 14 回全国高等学校選抜アイスホッケー大会出場

剣道 ●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会剣道競技　予選リーグ敗退
山岳 ●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会登山競技　優勝 →全国大会出場決定

●令和元年度全国高等学校総合体育大会登山大会　
　第 63 回全国高等学校登山大会出場　宮崎大会

●令和元年度東北高校登山大会　準優勝
ソフトテニス ●令和元年度ハイスク - ルジャパンカップソフトテニス選手権 （4/29. 30）

< 男子個人・ダブルス >
　第 3 位　伊藤岳斗（3C）･ 冨岡憂瑠（1B）ペア
< 男子個人・シングル >
　準優勝　伊藤岳斗（3C）

●令和元年度岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技　
< 男子団体 >　　
　第 3 位　伊藤岳斗（3C）･ 冨岡憂瑠（1B）・松田空（2D）・佐賀勇太（2D）
　　　　　佐々木昇人（2B）・岩崎凌河（2B）・吉田創太（1D）・葛巻航大（1B）

< 男子個人・ダブルス >
　第 3 位　伊藤岳斗（3C）･ 冨岡憂瑠（1B）ペア
　　　　→東北大会出場決定　東北高等学校選手権大会（6 月）@ 青森県
　　　　→全国大会出場決定　南部九州（宮崎）インターハイ（7 月）@ 宮崎県
　　　　　「宮崎市生目の杜運動公園テニスコート」

●東北総合体育大会ソフトテニス競技　県予選会
【ダブルス】
　優勝　伊藤岳斗（3C）･ 冨岡憂瑠（1B）ペア

●宮崎県インターハイ　
< 男子個人 >
　伊藤岳斗（3C）･ 冨岡憂瑠（1B）ペア

卓球 ●盛岡地区高体連主催 : 盛岡地区高総体盛岡地区予選（@ 盛岡体育館）4/24 ～ 25
< 個人ダブルス >
　【2 回戦敗退】
　【1 回戦敗退】
< 個人シングルス >
　【4 回戦敗退】
　【3 回戦敗退】
　【2 回戦敗退】
　【1 回戦敗退】
< 団体交流戦 > →岩手県高総体団体戦出場
　第一試合
　第二試合
　第三試合

●岩手県高総体
< 男子団体 >　…2 回戦敗退

＜体育部＞ 50 音順

― 23 ―



●ジュニア選手権大会 @ 花巻総合体育館 

●新人戦盛岡地区大会 @ 盛岡体育館　
< 男子団体 >　…岩手県大会出場決定
< 男子個人戦ダブルス >
　【2 回戦敗退】
　【1 回戦敗退】
< 男子個人戦シングルス >
　【4 回戦敗退】
　【3 回戦敗退】
　【2 回戦敗退】
　【1 回戦敗退】

●岩手県新人戦大会 @ 一ノ関総合体育館
< 男子学校団体戦 >
　【1 回戦敗退】　

●選抜選手権卓球岩手県大会（個人戦）@ 奥州市総合体育館
　【3 回戦目敗退】
　【2 回戦敗退】
　【1 回戦敗退】

テニス ● 2019　ヨネックス FS in 気仙沼
　団体戦　第 4 位（畠山知、安久津晋太、和田歩紀、戸塚聖晟、水野智揮）

●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技　盛岡地区予選
　シングルス
　　推　　薦：畠山知、安久津晋太、和田歩紀、戸塚聖晟、水野智揮、廣瀬龍之介
　　予選通過：村井優太
　　予選敗退：菅原健吾、齊藤智也、角張伊織（欠場）、松峯孝成、武蔵直樹、佐々木蘭、 
　　　　　　　細川流佑、松風雄仁、三宅大和、渡辺元、佐々木滉太、竹花颯馬、 
　　　　　　　藤澤大真
　ダブルス
　　推　　薦：畠山知 ･ 安久津晋太、和田歩紀 ･ 戸塚聖晟、水野智揮 ･ 菅原健吾
　　予選通過：齊藤智也 ･ 佐々木蘭
　　予選敗退：松峯孝成 ･ 細川流佑（2 回戦欠場）、武蔵直樹 ･ 松風雄仁、
　　　　　　　角張伊織･廣瀬龍之介（欠場）、村井優太･三宅大和、渡辺元･藤澤大真、 
　　　　　　　佐々木滉太 ･ 竹花颯馬

●盛岡市民テニス大会（少年）
　シングルス
　　準優勝　　　畠山知 
　　第 3 位　　　和田歩紀
　　ベスト８　　安久津晋太、戸塚聖晟 
　　ベスト16　　水野智揮 
　　２回戦敗退　廣瀬龍之介
　　１回戦　　　村井優太
　ダブルス
　　優勝　　　　畠山知 ･ 安久津晋太
　　第 3 位　　　和田歩紀 ･ 戸塚聖晟
　　１回戦敗退　水野智揮 ･ 菅原健吾、齊藤智也 ･ 佐々木
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●岩手県ジュニアテニス選手権大会
　U18
　シングルス
　　優勝　　　　畠山知
　　第 3 位　　　和田歩紀
　　２回戦敗退　水野智揮
　　１回戦敗退　齊藤智也、廣瀬龍之介、角張伊織、菅原健吾、
　　　　　　　　松峯孝成、松風祐仁
　ダブルス
　　優勝　　　　畠山知 ･ 橋本大輔（盛岡第一）　
　　第 3 位　　　和田歩紀 ･ 水野智揮
　　２回戦敗退　菅原健吾 ･ 角張伊織
　　予選敗退　　齊藤智也 ･ 武蔵直樹、松風祐仁 ･ 廣瀬龍之介
　U16
　シングルス
　　準優勝　　　安久津晋太
　　第 3 位　　　戸塚聖晟
　　予選敗退　　佐々木蘭、細川流佑、村井優太、三宅大和、
　　　　　　　　佐々木滉太、竹花颯馬、藤澤大真、渡辺元
　ダブルス
　　優勝　　　　安久津晋太 ･ 中村右京（まつぞの SC）
　　準優勝　　　戸塚聖晟 ･ 吉田拓貴（盛岡第四）
　　１回戦敗退　村井優太 ･ 畑中優（山清 TC）
　　予選敗退　　佐々木蘭 ･ 細川流佑、竹花颯馬 ･ 藤澤大真、三宅大和 ･ 渡辺元
　U14
　シングルス
　　優勝　　　　小原凜太朗
　　準優勝　　　戸塚唯礼
　　第 3 位　　　金桜汰
　　２回戦敗退　柴田隼佑
　　１回戦敗退　関雄仁、大山彰仁、和田侑優
　　予選敗退　　内田侑吾
　ダブルス
　　優勝　　　　金桜汰 ･ 森岩新（フジサワ）
　　準優勝　　　小原凜太朗 ･ 長谷川司（ロイヤル）
　　第 3 位　　　戸塚唯礼 ･ 柴田隼佑、関雄仁 ･ 畑中秀（山清）
　　１回戦敗退　大山彰仁 ･ 和田侑優
　　予選敗退　　内田侑吾 ･ 佐々木希望（山清）

●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会テニス競技
　団体戦　優勝（畠山知、安久津晋太、和田歩紀、戸塚聖晟、水野智輝）
　シングルス
　　第３位　　　安久津晋太、畠山知
　　ベスト８　　和田歩紀、戸塚聖晟
　　２回戦敗退　廣瀬龍之介、村井優太
　　１回戦敗退　水野智揮
　ダブルス
　　優勝　　　　畠山知 ･ 安久津晋太
　　第 2 位　　　和田歩紀 ･ 戸塚聖晟
　　ベスト８　　齊藤智也 ･ 佐々木蘭
　　２回戦敗退　水野智揮 ･ 菅原健吾
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●第 38 回岩手県中学生テニス選手権大会
　団体戦  優勝
　　　（戸塚唯礼、大山彰仁、小原凛太朗、金桜太、
　　　柴田隼佑、関雄仁、内田侑吾、下村愛弥、和田侑優）
個人戦
　シングルス
　準優勝　　　　小原凛太朗 
　第 3 位　　　　戸塚唯礼
　第 5 位　　　　金桜太
　第 6 位　　　　関雄仁
　第 8 位　　　　柴田隼佑
　予選敗退　　　大山彰仁、和田侑優、内田侑吾
ダブルス
　優勝　　　　　小原凛太朗 ･ 金桜太
　準優勝　　　　戸塚唯礼 ･ 柴田隼佑
　初戦敗退（ベスト 8）　関雄仁 ･ 大山彰仁
　予選敗退　　　内田侑吾 ･ 和田侑優

バスケット ●第 71 回盛岡市民体育大会
　２回戦　岩手 90-60 盛岡商
　準決勝　岩手 89-56 盛岡三
　決勝　　岩手 90-88 盛岡一　　優勝

●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
　３回戦　岩手 85-66 高田
　４回戦　岩手 65-103 一関工　ベスト 16

バレーボール ●平成 31 年度盛岡市民体育大会バレーボール競技
【予選 グループリーグ】（3 セット）
　①岩手 11-25 盛商　②岩手 18-25 盛商
　①岩手 14-25 盛三　②岩手 16-25 盛三

【順位決定トーナメント】（3 セット）
　①岩手 25-23 盛四　②岩手 15-25 盛四　③岩手 12-25 盛四

【順位決定トーナメント敗者戦】（3 セット）
　①岩手 14-25 盛農　②岩手 12-25 盛農

●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技
　第 2 回戦（3 セット）
　①岩手 23-25 釜石商工　②岩手 23-25 釜石商工

ハンドボール ●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会ハンドボール競技
　第 1 回戦　岩手 34-30 水沢工業
　第 2 回戦　岩手 11-44 不来方　

ラグビー ●平成 31 年度盛岡市民体育大会兼アシックスカップ地区予選
　１回戦　岩手 31-5 不来方
　準決勝　岩手 29-17 盛岡南
　決勝　　岩手 0-54　盛岡工
　第 2 位

●平成 31 年度アシックスカップ岩手県予選
　１回戦　岩手 0-29　宮古
　敗者戦　岩手 10-26　不来方
　ベスト 8
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●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会
　A ブロック
　　１回戦　岩手 14-24 宮古
　　敗者戦　岩手 21-14 盛岡三
　　5 位決定戦　岩手 10-33 合同 A（花巻東・不来方・盛岡南）
　　6 位入賞

陸上 ●第 71 回岩手県高等学校総合体育大会陸上競技競技
　200m、400m、400mH、400mR、砲丸投出場

野球 ●第 71 回岩手県高総体硬式野球競技兼第 66 回春季東北地区高校野球岩手県大会
　盛岡地区予選
　　１回戦　　　岩手 6-4 盛岡農業
　　代表決定戦　岩手 11-10 盛岡工業
　　準決勝　　　岩手 1-8 盛岡第三

●第 71 回岩手県高総体硬式野球競技兼第 66 回春季東北地区高校野球岩手県大会
　　１回戦　　　岩手 3-7 一戸

●第 101 回全国高等学校野球選手権岩手大会
　　２回戦　　　岩手 16-0 一関修紅（5C）
　　３回戦　　　岩手 6-0 盛岡北
　　４回戦　　　岩手 6-8 久慈　ベスト 16
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