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盛岡市の子どもたちの活躍について 

平成29年11月～平成30年９月 

１ 小学校生徒の活躍 

年 月 氏名 学校名（学年） 大会名 成績 

30 4 村上 綾 月が丘（5年） 国際親善空手道大会 優勝 

30 8 吉田 有槻 城南（6年） 全国小学生交流陸上大会男子80mH 優勝 

30 8 坂本 優羽 河北（6年） 
全国小学生交流陸上大会女子4×400mリレー ６位 

30 8 鶴田 紗久来 大慈寺（6年） 

30 8 岩舘 柚乃 岩大附属（5年） 全日本少年少女銃剣道練成大会 優勝 

30 9 千葉 龍之介 本宮（6年） 

岩手県道場少年剣道大会（団体） 優勝 

30 9 橋場 円 岩大附属（6年） 

30 9 仁昌寺 恒 仙北（6年） 

30 9 岩舘 柚乃 岩大附属（5年） 

30 9 盛合 渚 高松（6年） 

29 11 伊山 結人 杜陵（6年） 岩手芸術祭小・中学校美術展絵画部門 芸術祭賞 

29 11 渡辺 真央 岩大附属（2年） 岩手芸術祭小・中学校美術展書写部門 芸術祭賞 

29 11 渡辺 果歩 岩大附属（4年） 岩手芸術祭小・中学校美術展書写部門 芸術祭賞 

29 11 八木橋 晃也 城北（6年） 岩手芸術祭小・中学校美術展書写部門 芸術祭賞 

29 12 岩脇 瑞希 厨川（5年） 岩手県小・中学校新聞コンクール5年個人新聞 最優秀賞 

29 12  岩大附属（5.6年） 岩手県小・中学校新聞コンクール学級スクラップ 最優秀賞 

30 1 田村 藍琉 岩大附属（2年） ショパン国際ピアノコンクール全国大会・アジア大会 最高賞 

30 3 駒林 貴葉 仙北（6年） 税に関する絵はがきコンクール（県） 最高賞 

30 3 三谷 朋加 桜城（5年） 牛乳大好き絵のコンクール（県） 最高賞 

30 8  山岸 第70回全日本合唱コンクール岩手県大会 金賞 

30 8  岩大附属 第70回全日本合唱コンクール岩手県大会 金賞 

30 9  岩大附属 全日本吹奏楽コンクール第61回東北大会 金賞 

30 9  岩大附属 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東北大会 金賞 

 

２ 中学校生徒の活躍 

年 月 氏名 学校名（学年） 大会名 成績 

29 12  厨川中 全国中学校駅伝大会男子の部 出場(32位) 

29 12 吉田 雪乃 北陵（3年） 東北中学校体育大会スケート女子500m・1000m 優勝 

30 1 佐々木 陽菜 北陵（3年） 全国中学校スキー大会女子アルペン競技 出場 

30 1 樋沢 菜那 乙部（1年） 全国中学校スキー大会女子アルペン競技 出場 

30 1 佐々木 海星 北陵（3年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 佐藤 心太 北陵（3年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 小峰 千周 北陵（2年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 夏目 楓馬 城西（3年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 夏目 笑 城西（1年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 佐々木 雄琉 土淵（3年） 全国中学校スケート大会男子スピード競技 出場 

30 1 吉田 雪乃 北陵（3年） 全国中学校スケート大会女子スピード競技 出場 

資料４ 
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30 1 五日市 愛怜子 北松園（3年） 全国中学校スケート大会女子スピード競技 出場 

30 1 加藤 海里 北陵（3年） 全国中学校スケート大会男子フィギュア競技 出場 

30 2 伊藤 ふたば 松園（3年） ボルダリングジャパンカップ女子 ３位 

30 3 伊藤 ふたば 松園（3年） リード日本選手権 ３位 

30 3 伊藤 ふたば 松園（3年） クライミングリード日本ユース選手権 優勝 

30 5 関根 佳子 岩大附属（1年） こうべ全国洋舞コンクールモダンダンス部門Ｊｒ2部 １位 

30 4 樋ノ口 大翔 見前南（1年） 武術太極拳JOCジュニア五輪カップ 総合B・42式B 優勝 

30 4 十文字 佳奈 松園（2年） 武術太極拳JOCジュニア五輪カップ32式B ２位 

30 8 門脇 美佑 厨川（3年） 

東北中学校体育大会体操競技女子団体 優勝 
30 8 佐藤 美月 厨川（3年） 

30 8 小野 桃香 厨川（3年） 

30 8 佐々木 桃子 厨川（2年） 

30 8 吉田 求 大宮（3年） 東北中学校体育大会体操競技男子個人総合 優勝 

30 8  盛岡白百合学園 東北中学校体育大会女子バスケットボール 優勝 

30 8 水尻 祥子 厨川（3年） 全日本少年少女なぎなた練成大会演技競技の部 優秀賞 

30 8 福田 小桃 仙北（1年） 全国中学校体育大会柔道女子競技44kg級 出場 

30 8 藤澤 杏瑚 大宮（2年） 全国中学校体育大会柔道女子競技52kg級 出場 

30 8 梁瀬 真弘 乙部（3年） 全国中学校体育大会柔道男子競技73kg級 出場 

30 8 佐倉 瑠之輔 下小路（3年） 全国中学校体育大会陸上競技男子110mH 出場 

30 8 照井 勇人 河南（3年） 全国中学校体育大会陸上競技走男子幅跳 出場 

30 8 大志田 翼 見前南（3年） 

全国中学校体育大会陸上競技男子4×100mリレー 出場 

30 8 宮﨑 隼 見前南（3年） 

30 8 佐藤 一平 見前南（3年） 

30 8 新坂 恒輝 見前南（3年） 

30 8 佐藤 楓 見前南（3年） 

30 8 葛西 俊仁 見前南（1年） 

30 8 田中 馨子 河南（3年） 全国中学校体育大会陸上競技女子100mH 出場 

30 8 向井 柚稀 見前南（2年） 全国中学校体育大会陸上競技女子走高跳 出場 

30 8  盛岡白百合学園 全国中学校体育大会バスケットボール競技女子 出場 

30 8 吉田 求 大宮（3年） 

全国中学校体育大会体操競技男子鉄棒 ２位 

全国中学校体育大会体操競技男子床 ４位 

全国中学校体育大会体操競技男子個人総合 ５位 

30 8 門脇 美佑 厨川（3年） 

全国中学校体育大会体操競技女子団体 出場 
30 8 佐藤 美月 厨川（3年） 

30 8 小野 桃香 厨川（3年） 

30 8 佐々木 桃子 厨川（2年） 

30 8 工藤 晃太 河南（2年） 全国中学校体育大会相撲競技個人 出場 

30 8 工藤 佳太 河南（1年） 全国中学校体育大会相撲競技個人 出場 

30 8 吉田 梨真 河南（2年） 
全国中学生テニス選手権 出場 

30 8 佐々木 怜 河南（2年） 

30 8 山本 穂乃佳 河南（1年） スポーツ吹矢ジュニア全国大会7mの部 優勝 

29 11 三谷 典加 下橋（2年） 岩手芸術祭小・中学校美術展美術部門 芸術祭賞 
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29 11 佐々木 菜穂 岩大附属（3年） 岩手芸術祭小・中学校美術展美術部門 芸術祭賞 

29 11 中村 文香 下小路（3年） 岩手芸術祭小・中学校美術展書写部門 芸術祭賞 

29 11 大沢 花音 北松園（3年） 岩手芸術祭小・中学校美術展書写部門 芸術祭賞 

29 11 中村 真実 岩大附属（2年） 岩手県読書感想文コンクール 最優秀賞 

29 11 山下 琉斗 土淵（3年） 全国中学生人権作文コンテスト 入賞 

29 12  岩大附属 岩手県小・中学校新聞コンクール学校新聞 最優秀賞 

29 12  黒石野1-1 岩手県小・中学校新聞コンクール学級新聞 最優秀賞 

29 12  厨川2-2 岩手県小・中学校新聞コンクール学級新聞 最優秀賞 

29 12 小原 菜緒 黒石野（3年） 岩手県小・中学校新聞コンクール個人スクラップ 最優秀賞 

29 12 川崎 小雪 仙北（1年） 岩手県小・中学校新聞コンクール1年個人新聞 最優秀賞 

29 12  繋（3年） 岩手県小・中学校新聞コンクールはがき新聞 最優秀賞 

30 2 大桜 美琉 飯岡（3年） 東北電力中学生作文コンクール（東北） 優秀賞 

30 3 和田 晟 北松園（3年） 岩手県小・中・高校書写書道コンクール毛筆の部 県知事賞 

30 7 佐藤 桃華 上田（3年） 全国小・中学生通信そろばん大会中３の部 優勝 

30 7 高橋 茉衣 岩大附属（2年） 全国小・中学生通信そろばん大会中２の部 優勝（同点） 

30 7 清水 千聖 仙北（2年） 全国小・中学生通信そろばん大会中２の部 優勝（同点） 

30 8  仙北 第70回全日本合唱コンクール岩手県大会 金賞 

30 8  北陵 第70回全日本合唱コンクール岩手県大会 金賞 

 

３ 市立高等学校生徒の活躍 

年 月 個人・部名 大会名 成績 

30 3 男子新体操部 全国高等学校新体操選抜大会（団体） 出場（７位） 

30 4 古川 萌華（1年） 武術太極拳JOCジュニア五輪カップ長拳長器械 準優勝 

30 6 福田 栄里（2年） 東北高等学校選手権大会陸上競技女子七種 優勝 

30 6 男子新体操部 東北高等学校選手権大会新体操競技（団体） 準優勝 

30 7 硬式野球部 第100回全国高等学校野球選手権記念岩手大会 ベスト４ 

30 8 男子新体操部 全国高等学校総合体育大会（団体・個人） 出場（10位） 

30 8 男子弓道部 全国高等学校総合体育大会（団体・個人） 出場 

30 8 藤澤 亮（3年） 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技個人 出場 

30 8 植野 諒豪（2年） 全国高等学校総合体育大会陸上競技男子３段跳 出場 

30 8 福田 栄里（2年） 全国高等学校総合体育大会陸上競技女子7種・走高跳 出場 

30 3 江本 瑠音（2年） 県小・中・高校書写書道コンクール毛筆の部 県知事賞 

30 8 書道部 全国高総文祭書道部門 出場 

 

・高校生議会（２回目の開催）・・・40名参加（生徒会，商業科，４つの委員会，３年生希望者） 

・ＪＲＣ部・・・６名（戦没者追悼式，あしなが学生募金，ユニセフ・ラブウォーク，県身障者スポーツ大会参加） 

・演劇部・・・西和賀町民有志と合同上演会 

・老人福祉施設訪問・・・協力可能な生徒 

・青少年健全育成協議会企画事業に参加予定 
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４ 交流事業 

(1) うるま市との中学生交流 

・派遣交流：平成30年７月21日（土）～7月24日（火） 

・受入交流：平成30年12月 16日（日）～12月17日（月） 

・市立中学生10名参加 

(2) 盛岡中学生広島平和友好派遣事業 

・平成30年８月４日（土）～８月６日（月）  

・市立中学生６名参加 

(3) 中学生ビクトリア市研修 

・平成30年10月27日（土）～11月３日（土） 

・「中学生による国際交流スピーチコンテスト」に応募し，上位15位以内に入賞した生徒 

→市立中学生14名，岩手大学教育学部附属中学生１名参加 

(4) 盛岡―インディアナ州交流派遣研修（アーラム大学派遣研修） 

・平成30年10月28日（日）～11月８日（木） 

   ・市立中学生４名，市立高校生１名参加 

 

 


