平成２９年度

クラブ活動報告

＜文 化 部＞
○ 音楽部
・全日本合唱コンクール岩手県大会 銅賞
・第 27 回合唱小アンサンブルコンテスト 金賞
・第 48 回定期演奏会 マリオス盛岡市民文化ホール
・第 70 回岩手県芸術祭 合唱祭 出演
・ハートフルコンサート

出演

・施設などのコンサート（５回）
○ 書道部
・岩手県高等学校総合文化祭開会式 書道パフォーマンス
・盛岡大通り書道・手話パフォーマンス
・盛岡ＹＯＳＡＫＯＩさんさ盛岡駅滝の広場書道・手話パフォーマンス
・千年苑敬老の日書道パフォーマンス
・盛岡上田夏祭り書道・手話パフォーマンス
・本宮小学校ＰＴＡ祭書道パフォーマンス
・クロステラス盛岡書道パフォーマンス
・ＮＨＫ［おばんです岩手］ライブ中継書道・手話パフォーマンス
・いわて若者文化祭２０１７書道・手話パフォーマンス
・岩手県高等学校総合文化祭 書道部門
漢字・仮名部門 奨励賞 加鬮山菜々（３年）、川崎涼香（２年）
入選

菊池愛梨、坂本雅（３年）
、高橋未衣奈（２年）
、

中澤温乃、松村美悠（１年）
漢字仮名交じり部門 入選 佐々木瑠奈（１年）
○ 演劇部
・第 46 回演劇部独立公演

プラザおでってホール

・県央・南盛岡ブロック高校演劇研究発表会 優良賞
・第 40 回岩手県高等学校総合文化祭 優秀生徒講評委員
○ 茶道部
・桜山神社例大祭
・岩手医科大学開学記念大茶会

・岩手大学記念茶会
・女子高祭茶会
・第 70 回岩手県芸術祭 総合フェスティバル 参加
・青山和敬荘クリスマス茶会
・初釜茶会
○ ＪＲＣ部
・赤い羽根・緑の羽根・盲導犬ふれあい募金活動
・盛岡大通書道・手話パフォーマンス・募金活動
・盛岡ＹＯＳＡＫＯＩさんさ盛岡滝の広場書道・手話パフォーマンス
・盛岡上田夏祭り書道・手話パフォーマンス
・ＮＨＫ［おばんです岩手］ライブ中継書道・手話パフォーマンス
・いわて若者文化祭２０１７書道・手話パフォーマンス
・岩手県高等学校総合文化祭総合開会式 手話通訳 志和さくら、髙橋美紗稀、土井尻珠希（２年）
・仁王児童センター手話交流会
○ バトントワリング部
・岩手県高等学校総合体育大会開会式 参加
・第 41 回岩手県マーチング・バトンフェスティバル 優秀賞
・第 46 回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会 銀賞
・岩手ヤングフェスティバル 出演
○ 筝曲部
・第 41 回全国高等学校総合文化祭みやぎ大会 日本音楽部門 文化連盟賞
・第 40 回岩手県高等学校総合文化祭 日本音楽部門 優秀賞
・第 4 回岩手西北医師会

医療懇話会 オープニング演奏 岩手県公会堂

・青山和敬荘 訪問演奏
〇

池坊華道部
・第 20 回学校インターネット花展 出展
・第 70 回岩手県芸術祭 総合フェスティバル 参加

〇

小原流華道部
・第 70 回岩手県芸術祭 総合フェスティバル 参加

〇

美術部
・第 40 回岩手県高等学校総合文化祭 美術工芸展
絵画部門 入選 中田有紗（３年）
、坂本舞花（１年）

工芸部門 入選

高橋里枝（３年）
、佐藤優衣（２年）

・シネマアートギャラリー 一般の部 入選 坂本舞花（１年）
・岩手県高等学校総合文化祭 総合開会式 舞台美術制作
・岩手県高等学校総合文化祭 総合開会式 企画実行委員 佐藤優衣（２年）
、漆田真衣子（１年）
○ 吹奏楽部
・全日本吹奏楽コンクール盛岡地区大会 高等学校 小編成の部 銀賞
・第 41 回岩手県マーチング・バトンフェスティバル大会 優秀賞
・第 46 回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会 シンフォニックアンサンブル賞
・全日本アンサンブルコンテスト盛岡地区大会 高等学校の部
木管５重奏 銀賞

打楽器３重奏 銀賞

金管６重奏 銅賞

・全日本中学高校生管打楽器ソロコンテスト北東北大会
金賞 田中玲奈（３年）

銀賞 菅原千佳（２年）

・全日本中学高校生管打楽器ソロコンテスト東北大会 銀賞 田中玲奈（３年）
・第１７回定期演奏会 盛岡劇場メインホール
・第１回盛岡ジャズフェスティバル 出演
・えびす神社夏祭り 出演
〇

家庭科部
・岩手女子高祭 展示

＜運 動 部＞
○ 陸上競技部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
・岩手県高等学校新人大会 出場
・岩手県選手権大会 出場
・県民体育大会兼国体予選会 出場
○ バスケットボール部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
○ バレーボール部
・岩手県高等学校総合体育大会 ベスト１６
・東北私立バレーボール選手権 出場 （予選リーグ１勝）
・全日本バレーボール高等学校選手権大会 ベスト１６
・岩手県高等学校新人大会 ベスト１６

○

ソフトボール部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
・岩手県高等学校新人大会 出場

○ ハンドボール部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
○ ソフトテニス部
・岩手県高等学校総合体育大会 団体戦 ベスト１６
個人戦 出場
・岩手県高等学校新人大会

出場

・盛岡地区中学校高等学校ソフトテニス交流大会

優勝

村上櫻・杉ノ下春佳（２年）

準優勝 高橋芽依・菊池菜那（年）
・北奥羽ソフトテニス大会 準優勝 村上櫻・杉ノ下春佳（２年）
○ 羽球部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
・岩手県高等学校新人大会 出場
○ 剣道部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
・盛岡地区剣道大会 団体３位
・岩手県高等学校新人大会

団体・個人戦出場

○ 弓道部
・岩手県高等学校総合体育大会 出場
・岩手県高等学校選抜弓道大会 出場
・岩手県高等学校新人大会

出場

＜その他の活動＞
・岩手県高等学校総合文化祭
新聞部門 ブランケット部門 最優秀賞 広報委員会
（２０１８年全国高等学校総合文化祭信州大会 参加決定）
・東北総合体育大会 ライフル射撃競技 ３位 千葉優希（３年）
・岩手県高等学校新人大会

スピードスケート競技

1500ｍ ２位 、 1000ｍ

津志田南萌（１年）

４位 、 女子学校対抗 ３位

・岩手県高等学校選手権大会 スピードスケート競技 津志田南萌（１年）

1000ｍ ５位

、

500ｍ

６位

、 女子学校対抗

３位

・東北高等学校スケート競技選手権大会 出場 津志田南萌（１年）
・第６３回青少年読書感想文岩手県コンクール 入選 盛永有里（２年）
・第５９回岩手県児童生徒作詞・作曲コンクール
作曲部門 優秀賞 米澤瑳保（１年）
旋律部門 佳作

臼沢みく（１年）

・岩手県高等学校生徒の産業教育に関する研究文・作文コンクール
優秀賞 佐藤樹奈（３年）
佳作

吉田佳奈子、千葉優希（３年）

・「いわて家庭の日」絵画・ポスターコンクール 優良賞 藤村綾乃（２年）
・東北地区高校生介護技術コンテスト 奨励賞 藤原愛加、高橋未衣奈、高橋美咲（２年）

