全国高等学校
ギター・マンドリン音楽コンクール

■目指していた優秀賞にあと１点足りませんでした。でもこ
こまでできたので、やってきたことは間違っていなかったと
思いました。全国高文祭では、聞いている人を感動させるよ
うな演奏をしたいと、みんなで頑張りました。観客の人から
「良い演奏だったよ」と言われてとてもうれしかったです。

小田 武蔵さん
（三崎中学校）

知事杯争奪岩手県少
年空手道選手権大会
小学５年女子個人形
第１位

知事杯争奪岩手県少
年空手道選手権大会
小学６年女子個人形
第１位

成谷 葵衣さん

岸里 遙那さん

（久慈高等学校）

■県で優勝することはできましたが、
東北大会で満足できる結果を残せませ
んでした。思ったよりも早く部活を引
退することになってしまい残念です。
岩手県中学校総合
体育大会
柔道競技 個人
女子 57kg 級
第１位

日形井絢音さん

（久慈市空手道
スポーツ少年団）

（久慈市空手道
スポーツ少年団）

■去年に続き、今年も優勝。連覇でき
てうれしいです。全国大会は１回戦で
負けてしまったけど、全力を尽くせた
ので良かったです。

畠山 千果さん

（久慈高等学校）

■国体の出場が決まり、うれしさ半分、
驚きが半分です。高校に入学してから
ベストを更新し続けているので、今回
も良い結果が残せてうれしいです。

■去年は繰り上げでの全国大会出場で
したが、今年は自分の実力で出場でき
ました。中学校でも全国大会に出場で
きるよう頑張ります。

（長内中学校）

■県大会では、結果が残せてうれしかっ
たです。柔道を９年間やってきて、初め
て良かったと強く思いました。高校に進
学したらもっと上を目指したいです。

このほかにも、多くの選手が活躍しました（中総体・高総体県大会、通信陸上など）
柔道
団体（女子）
◎男子 66kg 級
男子 66kg 級
◎男子 50kg 級
女子 70kg 級
陸上競技
◎女子 400 ｍ
◎女子 2000mSC
◎２年男子 100m
◎共通男子 110mH
◎共通女子走高跳
◎共通男子砲丸投
◎共通女子砲丸投
◎女子４× 400m リレー

◎女子４× 100m リレー 第５位

第３位
第３位
第３位
第３位
第３位

長内中学校
久慈竜ノ介さん（久慈高）
沢里 頼さん （久慈高）
大尻 和喜さん
（長内中）
西村 幸恵さん
（長内中）

第２位
第３位
第２位
第４位
第２位
第３位
第２位
第３位

髙橋 祐佳さん
（久慈高）
石井 愛美さん（久慈高）
工藤 廉汰さん（夏井中）
村田 瑛人さん
（久慈中）
（侍浜中）
久慈 未来さん
（久慈中）
村田 在音さん
桑田 凜花さん
（久慈中）
相馬 佳奈さん
（久慈高）
髙橋 祐佳さん
（久慈高）
小野紗恵花さん
（久慈高）
小松 沙菜さん
（久慈高）

８月６日

沢 春奈さん （久慈高）
小野紗恵花さん （久慈高）
相馬 佳奈さん （久慈高）
坂本真奈子さん （久慈高）
空手（知事杯争奪岩手県少年空手道選手権大会）
◎小学３年女子個人形 第２位 岸里 莉奈さん
◎小学４年男子個人形 ベスト８ 玉澤 稜虎くん
◎小学４年女子個人形 第３位 前端 依里さん
◎小学６年女子個人形 第２位 前端 二湖さん
◎小学６年女子個人組手 第２位 外舘ウィリアムズフィオナさん
※以上５名久慈市空手道スポーツ少年団所属
吹奏楽（全日本吹奏楽コンクール岩手県大会）
中学校小編成の部
金 賞 久慈中学校
短歌（全国高校生短歌大会「短歌甲子園 2018」）
団体戦 ベスト８ 久慈東高校 柳杭田冬香さん
宅石 七瀬さん
佐々木茉乃さん

ベスト８

久慈中学校 野球部
７月に開催された岩手県中学校総合
体育大会軟式野球競技で久慈中学校野
球部が準優勝。続く東北中学校体育大
会では、第３位となり全国中学校軟式
野球大会の出場権を手にしました。
８月に広島県で開催された全国大会
では滋賀県大津市立打出中学校に２−
１で勝利すると、続く２回戦の鹿児島
県日章学園鹿児島育英館中学校にも３
−２で勝利。準々決勝では東京都江戸
川区立上一色中学校に惜しくも２−６
で敗れましたが、同校最高の全国ベス
ト８に輝きました。
全国大会を振り返り主将の宇部天 翔
さんは「久慈中学校の歴史の中で一番
良い成績を残せたことはうれしかった
けれど、目標の全国制覇に届かず悔し
いです。メンバー18人だけでなく、
サポー
トしてくれた部員 54 人全員で戦い抜け
たことが結果につながったと思います」
と部員への感謝を述べました。

全国中学校軟式野球大会
８月 19 日〜 23 日

Congratulations

■ 通 陸 の 1500 ｍで は 結 果 が出せ ず、
中総体でリベンジできて良かったです。
800 ｍでは東北大会に出場しましたが、
全中を目指していたので悔しいです。

陸上競技大会 男子砲丸投

５月に開催された、岩手県高等学校
総合体育大会男子砲丸投で 15m71cm
の大会新記録で優勝。６月の東北高等
学校陸上競技大会では 16m54cm の岩
手県高校新記録で優勝し、インターハ
イの出場権を獲得しました。
８月６日、全国高等学校総合体育大
会では、決勝で 16m85cm を投げ、岩
手県高校記録を更新。第３位に輝きま
した。
夏井さんは「インターハイの３位に
なることができて、うれしかったです。
ここまで指導してくれたコーチに感謝
しています。目標の17mを投げること
ができなかったけれど、自分としては
頑張ったかなと思っています。10月
にはＵ-20日本陸上競技選手権大会に
出場するので、今も練習を続けていま
す。高校を卒業しても陸上を続けてい
きたいと思っています」と喜びと今後
の決意を語りました。

岩手県高等学校総合
体育大会
女子砲丸投
第１位

福井しあわせ元気国体
4 × 100 ｍＲ出場予定
岩手県民体育大会
10 部女子 100 ｍ
第１位
相馬 佳奈さん

岩手県中学校総合
体育大会
2・3 年男子 1500 ｍ
第１位

夏井 勇輝さん（久慈高等学校）

全国高等学校総合体育大会

日頃の努力︑
大舞台で花開く

久慈高等学校 マンドリン部

第3位

夏の大会 市内小中高生の活躍

優良賞

※３位入賞または、上位大会出場者を掲載（◎は上位大会出場）
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複数の種目で上位入賞の選手は、最上位の種目のみ掲載
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