
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ワールドカップ・ビッグエア 
2年連続の総合優勝!(通算5勝目) 
冬季オリンピック日本人最高4位 
X-GAMES世界大会 銀メダル 
期待を背負い､ますますの躍進へ!

2020夏｡復活の狼煙をあげる優勝!
プロスノーボーダー 
岩渕麗楽さん

 甲子園春夏通算8回出場の名門

余裕のあるスケジュールで通学生増加中。 
14:10 スクールバス出発 学校▶野球場 
15:00 練習開始 
19:00 練習終了 
19:30 スクールバス出発 野球場▶学校

グラウンド2面、室内2箇所等、東北随一の練習環境! 
寮生は。 
19:30 ⼣⾷ 
20:00 ⼊浴・洗濯・学習・⾃主練など 
22:00 消灯

2010 夏 第 92 回全国⾼等学校野球選⼿権岩⼿県⼤会 優勝    (甲⼦園出場) 
2015 春 第 62 回春季東北地区⾼等学校野球岩⼿県⼤会 優勝 (東北⼤会４強) 
2015 夏 第 97 回全国⾼等学校野球選⼿権岩⼿県⼤会 準優勝 
2015 秋 第 68 回秋季東北地区⾼等学校野球岩⼿県⼤会 3 位 (東北⼤会４強) 
2016 春 第 63 回春季東北地区⾼等学校野球岩⼿県⼤会 優勝 (東北⼤会出場)

2016 夏 第 98 回全国⾼等学校野球選⼿権岩⼿県⼤会 準優勝 
2017 秋 第 70 回秋季東北地区⾼等学校野球⼤会 出場 
2018 夏 第100回全国⾼等学校野球選⼿権記念岩⼿県⼤会 (4強) 
2019 秋 第 72 回秋季東北地区⾼等学校野球⼤会 (8強) 
2020 夏 夏季岩⼿県⾼等学校野球⼤会 優勝

平日の活動 
  7:40 朝練習 
15:30 本練習 
19:00 練習終了 
下宿⽣もいます。

　磨き上げた“走るバスケ!” 
                 女王のプライドを胸に｡

鍛錬の質を実証｡

大変な一年でした。それでも 
どんな状況でも妥協しないこと、 
諦めずに全力を尽くすこと、 
そして結果にもつなげること。 
これが一関学院の精神です。

平日の活動 
  7:30 朝練習 
15:30 本練習 
20:00 練習終了

専用の寮も完備 
20:30 ⼣⾷ 
21:00 ⼊浴・洗濯・学習・ケアなど 
22:30 消灯

岩手県高等学校総合体育大会 優勝 7回 インターハイ出場 
岩手県高等学校新人バスケットボール大会 優勝 8回 
全国高校選抜優勝大会 優勝10回 WinterCup出場

硬式野球部

バスケットボール部

柔道部 岩手県高等学校総合体育大会 団体男子ベスト8 
岩手県高等学校柔道新人大会 男女団体ベスト8 
毎日の朝練、トイレ掃除は欠かさず行っています。男子だけでなく女子
の活躍も光ります。個性豊かなメンバーで稽古に励んでいます。
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2020夏｡復活の狼煙をあげる優勝!

　磨き上げた“走るバスケ!” 
                 女王のプライドを胸に｡

鍛錬の質を実証｡

ナイジェ
リア出身

の留学生
 

がやって
きました

！ 

身長なん
と195㎝

～スゴイ
!

　ここで紹介しきれませんが、 
　様々なクラブ活動があります。 
　□ 体操部 
　□ サッカー部 
　□ バドミントン部 
　□ 卓球部 
　□ 美術部 
　□ 商業部 
　□ パソコン部 
　□ 郷土史文化研究会 
　□ 家庭サークル

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

平日の活動 
  7:00 朝練習 
15:45 本練習 
18:00 ミーティング 

短時間集中を2ラウンド。 
なんと! 滝沢市から通学し
ている部員もいます!

平日の活動 
16:00 練習開始 
          主に⼀関運動公園 
19:00 練習終了 
※令和3年度より専⽤の寮運営開始予定

男女団体優勝! いざインターハイへ!

26年連続の全国｡今年は表彰台へ!

2020岩手県大会金賞! 
“学院定演”の感動を今年も

平日の活動 
15:30 練習開始 
19:00 練習終了 
          ⾃主練 

電⾞の時間に柔軟に対応。 
市内､電⾞通共に、 
安⼼の体制。

全⽇本吹奏楽コンクール岩⼿県南地区⼤会7年連続 ⾦賞1位 
全⽇本吹奏楽コンクール岩⼿県⼤会 2019 ⾦賞 
みんなでつくるコンテスト いわて賞1位 含む5つの賞を受賞 
2020 10.07 岩⼿県⾼校吹奏楽⼤会 審査部⾨ ⾦賞1位 
2020 10.25 第7回定期演奏会 ⼀関⽂化センター

特徴は「元気で笑顔の絶えないチーム」普段から楽しい雰囲気づくりを
⼼がけています。それが⾳に表れるからです。いきいきした演奏が学院
らしさ、ウリです！定期演奏会では全員がアイドル。ROCKやJAZZな
どいろんなジャンルを演奏します。吹奏楽の枠を超えて、多彩な演奏が
できる技術とセンスが光るバンドを⽬指しています。

Instagramに続いて、YouTubeチャンネルも開設しました。学院定演から少しずつアップしていきます♪

高校から吹奏楽をはじめた部員も､ 
成長して大活躍してます! 安心して入部してください。 
演奏だけでなく、歌にダンスにMCまでこだわる、 
全員が活躍する学院定演が大人気です。

全国⾼校駅伝競⾛⼤会県予選会 優勝（26年連続30回） 
全国⾼校駅伝競⾛⼤会 出場（26年連続30回）過去最⾼順位5位（2017年更新） 
盛岡市内⼀周継⾛ 優勝（25年連続29回）※今年度はコロナ感染予防のため中⽌ 
⽇報駅伝 優勝（25年連続29回）※今年度はコロナ感染予防のため出場せず

全国高校駅伝大会(京都市) 2020.12.20　TIME 2時間5分26秒 18位 ※県記録に6秒差まで迫る好タイム!

第65回岩⼿県新⼈⼤会 2020.10.25 
男⼦団体 優勝 ※23年ぶり7回⽬ 
⼥⼦団体 優勝 ※初 
男⼦個⼈ 優勝 澤舘&⼟⽥ 3位 及川&中嶋 
⼥⼦個⼈ 3位  及川&渡邉

岩⼿県⾼等学校インドア⼤会 2020.12.25〜27 
男⼦団体 優勝 ※東北インドア出場決定 
男⼦個⼈ 優勝 橋本&⽵内 準優勝 及川&中嶋 3位 ⼟⽥&澤舘 
⼥⼦個⼈ 優勝 千⽥&千葉 準優勝 及川&渡邉 3位 佐藤&⽯川

今､学院で一番勢いがあるチーム! 新人戦ではついに一関学院初のアベック優勝を達成しました！ 
若き指導者のもと楽しく練習して才能を飛躍させています。今後､常勝は間違いなしです。

陸上競技部

ソフトテニス部

吹奏楽部

26年連続の全国｡今年は表彰台へ!

男女団体優勝! いざインターハイへ!

2020岩手県大会金賞! 
“学院定演”の感動を今年も

１区 鈴木 ２年 
２区 工藤 １年 
３区 鈴木 ２年 
４区 照井 ２年

５区 武田 ３年 
６区 熊谷 ２年 
７区 石井 ３年

今回の全国駅伝では、県記録を
更新して⼊賞を⽬標としていま
したが、結果は18位、県記録に
6秒届かず悔しい思いをしまし
た。今年は多くの経験者が残る
ので、昨年の⾛りを超えると期
待しています。コロナの影響で
直接応援できなくてもテレビな
どからの応援をしてくださり、
ありがとうございました！ 
                           主将

高校から吹奏楽をはじめた部員も､ 
成長して大活躍してます! 安心して入部してください。 
演奏だけでなく、歌にダンスにMCまでこだわる、 
全員が活躍する学院定演が大人気です。


