
生徒指導部

№ 部活動名 開催地 競技日程 戦　績

1回戦 ｖｓ五戸高8対1（8回コールド）　代表決定戦 ｖｓ八戸商業10対4

順位決定戦 ｖｓ工大一0対12（5回コールド）※第3代表として県大会出場

八戸市、六戸町 9/19、20 県大会・・・1回戦 ｖｓ田名部高11対7  2回戦 ｖｓ八戸学院光星0対5

2 軟式野球 弘前市 9/27～30 ２回戦ｖｓ八戸工業　２対１４（６回コールド）

１回戦ｖｓ八工大二・八水 39対０   準決勝 ｖｓ弘前南・弘前工 ５０対１４ 

ＡＢ入れ替え戦　ｖｓ八戸工業　７対２８　

県大会・・・1回戦ｖｓ田名部3対1、2回戦ｖｓ青森工業２対１

準々決勝　ｖｓ三本木農業０対５　ベスト８

400mハードル５位　　5000m競歩３位

3000m障害６位、200m５位 　※東北大会出場

9/2～4 女子 400m６位・800m２位　 ※東北大会出場

団体・・・決勝　ｖｓ八戸西　２対３　第２位　※東北大会出場

ダブルス・・・３回戦敗退　ベスト１６

シングル・・・３回戦敗退　ベスト１６

9/18～21 女子 団体・・・２回戦敗退 ｖｓ弘前南　２対３

団体・・・準々決勝　ｖｓ弘前実業０対２　ベスト８

個人戦・・・４回戦敗退

団体・・・３回戦敗退　ｖｓ聖愛１対２　ベスト１６

個人戦・・・３回戦敗退

青森市 男子 Dブロック・・・２回戦敗退　ｖｓ弘前学院聖愛　６７対８１　

11/15、16 女子 Dブロック・・・２回戦敗退　ｖｓ千葉学園　４０対４８　

男子 県大会・・・1回戦敗退　ｖｓ青森北　０対２

女子 県大会・・・２回戦敗退　ｖｓ東奥義塾　２対０，ｖｓ八戸西　０対２

八戸市 男子 団体・・・２部１回戦敗退、シングルス・・・４回戦敗退

11/3～5 女子 団体・・・１部ベスト８、シングル・・・１５位

八戸市 男子 学校対抗戦・・・１回戦敗退　ｖｓ木造高　０対３

11/15～17 女子 学校対抗戦・・・２回戦敗退　ｖｓ千葉学園　０対３

八戸市 男子 団体・・・２回戦 ｖｓ青森工業　２人残し勝ち　準々決勝 ｖｓ弘実　４人残し負け　ベスト８

10/31～11/2 女子 団体・・・１回戦敗退　ｖｓ五所川原商業　１対２

団体・・・１勝１敗により予選リーグ敗退

個人・・・３回戦敗退

団体・・・１勝１敗により予選リーグ敗退

個人・・・４回戦敗退

弘前市 男子 団体予選敗退、個人予選敗退

10/25、26 女子 団体準決勝敗退、個人決勝進出

4 サッカー 八戸市　

弘前市

弘前市
1/23、24

男子

5 陸上競技
青森市 男子

3 ラグビー 大鰐町 10/31～11/2

柔　道

11 バドミントン

10/31～11/3

7 ソフトテニス

青森市 男子

9/19～21 女子

6 テニス

平成２６年度　秋季大会（新人戦）結果一覧

【運動部】

1 硬式野球
八戸市　 9/6～15

八戸市 男子

11/8～9 女子

12

14 弓　道

8 バスケットボール

10 卓　球

13 剣　道

9 バレーボール



№ 部活動名 開催地 競技日程 戦　績

平川市 男子 200m平泳ぎ３位　※東北大会出場

9/20、21 女子 100m、200m平泳ぎ３位　※東北大会出場

パーティー男子 ２位、女子 １位

個人救急法・・・・１位、５位

個人山岳気象・・・２位、５位

17 空手道 弘前市 11/7～9 女子団体組手・・・第３位　ｖｓ野辺地西３対１　※東北大会出場

18 ソフトボール 青森市 10/4～6 １回戦ｖｓ松風塾・青東０対１０

19 アイスホッケー 八戸市 8/31～9/4 ２回戦ｖｓ八戸商業３対０、決勝ｖｓ工大一１対１６　第２位

№ 部活動名 開催地 競技日程 戦　績

八戸市 4/12～21 第59回室岡杯兼第26回大下旗争奪戦・・・準々決勝敗退　vs田子高　9対11

青森市　他 7/11～17 第96回全国高校野球選手権青森大会・・・3回戦敗退　ｖｓ弘前工業　3対8　

八戸市 8/16～24 秋季八戸地区大会・・・２勝１敗（２位でBシード獲得）

2 軟式野球 八戸市 6/28～30 全国選手権青森県予選会・・・１回戦敗退  ｖｓ青森山田高  １対４  

3 ラグビー 六戸町 9/5、6 全国ラグビー大会青森県予選・・・準々決勝 ｖｓ三沢商業　０対６９　ベスト８

八戸市 8/23、9/7、13、20
ｖｓ八水 ５対０、ｖｓ八東 １９対０、ｖｓ八工大二 ９対０、ｖｓ八西 ６対２
地区新人優勝

弘前市 8/30、31 選手権一次　１回戦ｖｓ東奥学園１１対０　、2回戦vs八戸工業２対１

十和田市 10/10 選手権二次　１回戦敗退  ｖｓ青森工業  １対３  

男子・・・400mハードル1位　5000m競歩１位

4×400ｍリレー１位

八戸市 8/10 女子・・・800m１位

青森市 9/13、14 秋季選手権大会・・・男子200m５位　女子800m３位

第４２回　南部地区室内陸上競技選手権大会

男子40m　第１位、女子600m　第１位

シングルベスト８　※東北大会出場

男子ダブルス　ベスト８

U16男子シングルス ２位、ダブルス 1位

U18男子シングルス ３位、ダブルス ３位

八戸市 9/20、21 地区新人　１回戦　ｖｓ聖ウルスラ　88対72　２回戦　ｖｓ八戸工業　３４対９３

十和田市 11/2 全国選抜青森県予選会　１回戦　ｖｓ弘前実業　６０対１０６　

8 女子バスケットボール 八戸市 4/19、20 高橋杯争奪選手権大会・・・準決勝敗退 ｖｓ八戸学院光星　53対88 

八戸市 10/18、19 八戸市新人戦・・・準決勝　vs工大一　１対２　　第３位　

青森市 11/8、9 春高バレー青森県代表決定戦・・・１回戦　ｖｓ青森工業１対２

六戸町 11/1、16 県南地区新人大会・・・準決勝　ｖｓ八高専　０対２　第３位

10 女子バレーボール 八戸市 10/18、19 八戸市新人戦・・・準決勝　vs千葉学園 ０対２　第３位

八戸市

三八地区新人競技大会

1/12

八戸市ジュニアテニス選手権

6 テニス
青森県室内ダブルス選手権

9 男子バレーボール

八戸市
階上町

9/12～14

サッカー

平成２６年度　その他の大会結果一覧

【運動部】

1 硬式野球

東北春季ジュニアテニス大会

5 陸上

15 水　泳

16 山　岳（登山）

4

7 男子バスケットボール



№ 部活動名 開催地 競技日程 戦　績

田子町 10/12

八戸市 4/19～20

女子・・・準決勝　ｖｓ工大二　3対0 　決勝　ｖｓ八戸学院光星　1対2　第２位　

男子個人・・・第２位、第３位

女子個人・・・第１位

14 弓道 八戸市 10/13 八戸地区選手権大会、女子団体３位、女子個人１位

100m背泳ぎ５位・200m背泳ぎ６位　※東北大会出場

個人200mメドレー７位、100m平泳ぎ８位　※東北大会出場

青森市 6/27～29 100m背泳ぎ８位　※東北大会出場

17 アイスホッケー 八戸市 10/17～28 第７０回国体冬季IHアイスホッケー競技会（少年の部）３位

男子・・・シングル１位 、ダブルス・・・１位

県南地区空手道大会
女子団体組手・・・第１位、個人組手・・・３位

女子団体・・・２位、シングルス・・・ベスト４

16 空手道

15 水　泳

七戸町 10/12

13 柔道

八戸市春季柔道大会

県南新人大会　9/6

青森県選手権大会

県南春季大会

山口杯県南大会

12 バドミントン

11 卓球


