
平成30年度　岩手県強化指定クラブ等支援事業（指定校）　【競技別一覧】

〔平成30年12月20日現在〕

【個人競技】 【団体競技】

1 盛岡第四高等学校 男子 テニス 27 岩手高等学校 男子

2 盛岡南高等学校 男子 28 黒沢尻工業高等学校 男子

3 高田高等学校 男子 29 宮古高等学校 女子

4 水沢第一高等学校 男子 30 沼宮内高等学校 男子

5 盛岡第一高等学校 女子 31 沼宮内高等学校 女子

6 盛岡誠桜高等学校 女子 32 不来方高等学校 女子

7 盛岡南高等学校 男子 33 一関修紅高等学校 男子

8 花巻農業高等学校 男子 34 盛岡誠桜高等学校 女子

9 黒沢尻工業高等学校 男子 体操競技（体操） 35 花巻南高等学校 女子

10 水沢工業高等学校 男子 （新体操） 36 盛岡第三高等学校 女子

11 江南義塾盛岡高等学校 男子 バスケットボール 37 盛岡南高等学校 男子

12 盛岡工業高等学校 男子 38 宮古商業高等学校 男子

13 種市高等学校 男子 39 宮古高等学校 男子

14 宮古商業高等学校 男子 40 宮古商業高等学校 女子

自転車 15 紫波総合高等学校 男子 41 宮古高等学校 女子

16 一関第二高等学校 男子 42 不来方高等学校 男子

17 一関第二高等学校 女子 43 不来方高等学校 女子

スキー（クロカン） 18 盛岡南高等学校 男子 ソフトテニス 44 黒沢尻北高等学校 男子

（ジャンプ） 19 盛岡中央高等学校 男子 相撲 45 平舘高等学校 男子

（クロカン） 20 盛岡南高等学校 女子 卓球 46 専修大学北上高等学校 男子

21 盛岡工業高等学校 男子 47 盛岡中央高等学校 男子

22 盛岡農業高等学校 女子 48 盛岡南高等学校 女子

23 盛岡工業高等学校 女子 バドミントン 49 前沢高等学校 男子

24 盛岡工業高等学校 男子 ソフトボール 50 花巻東高等学校 女子

25 岩谷堂高等学校 男子 弓道 51 不来方高等学校 女子

26 久慈工業高等学校 男子 剣道 52 盛岡南高等学校 女子

山岳 53 盛岡南高等学校 男子

54 不来方高等学校 男子

55 不来方高等学校 女子

アーチェリー 56 盛岡白百合学園高等学校 女子

57 釜石商工高等学校 女子

58 盛岡第二高等学校 女子

59 一戸高等学校 女子

ウエイトリフティング

カヌー

なぎなた

男女

ボート

ホッケー

バレーボール

ヨット

学校名

レスリング

フェンシング

スケート

競技種目名 Nｏ競技種目名 Nｏ

柔道

学校名 男女

陸上競技

ボクシング

ハンドボール



平成30年度　岩手県強化指定クラブ等支援事業（指定校）　【学校別一覧】

〔平成30年12月20日現在〕

盛岡第一高等学校 1 陸上競技 女子 個人 31 ホッケー 男子 団体

盛岡第二高等学校 2 なぎなた 女子 団体 32 ホッケー 女子 団体

盛岡第三高等学校 3 体操競技（新体操） 女子 団体 平舘高等学校 33 相撲 男子 団体

盛岡第四高等学校 4 陸上競技 男子 個人 紫波総合高等学校 34 自転車 男子 個人

5 陸上競技 男子 個人 花巻南高等学校 35 体操競技（体操） 女子 団体

6 ボクシング 男子 個人 花巻農業高等学校 36 ボクシング 男子 個人

7 スキー（クロカン） 男子 個人 花巻東高等学校 37 ソフトボール 女子 団体

8 バスケットボール 男子 団体 黒沢尻北高等学校 38 ソフトテニス 男子 団体

9 山岳 男子 団体 39 ボクシング 男子 個人

10 スキー（クロカン） 女子 個人 40 ボート 男子 団体

11 柔道 女子 団体 専修大学北上高等学校 41 卓球 男子 団体

12 剣道 女子 団体 水沢工業高等学校 42 ボクシング 男子 個人

13 ハンドボール 男子 団体 水沢第一高等学校 43 陸上競技 男子 個人

14 カヌー 男子 団体 前沢高等学校 44 バドミントン 男子 団体

15 ホッケー 女子 団体 岩谷堂高等学校 45 ウエイトリフティング 男子 個人

16 ハンドボール 女子 団体 46 フェンシング 男子 個人

17 弓道 女子 団体 47 フェンシング 女子 個人

18 カヌー 女子 団体 一関修紅高等学校 48 バレーボール 男子 団体

盛岡農業高等学校 19 スケート 女子 個人 高田高等学校 49 陸上競技 男子 個人

20 レスリング 男子 個人 釜石商工高等学校 50 なぎなた 女子 団体

21 ウエイトリフティング 男子 個人 51 ヨット 男子 団体

22 スケート 男子 個人 52 ボート 女子 団体

23 スケート 女子 個人 53 ヨット 女子 団体

岩手高等学校 24 テニス 男子 団体 54 レスリング 男子 個人

盛岡白百合学園高等学校 25 アーチェリー 女子 団体 55 ヨット 男子 団体

江南義塾盛岡高等学校 26 ボクシング 男子 個人 56 ヨット 女子 団体

27 陸上競技 女子 個人 久慈工業高等学校 57 ウエイトリフティング 男子 個人

28 バレーボール 女子 団体 種市高等学校 58 レスリング 男子 個人

29 スキー（ジャンプ） 男子 個人 一戸高等学校 59 なぎなた 女子 団体

30 柔道 男子 団体

盛岡工業高等学校
宮古高等学校

宮古商業高等学校

盛岡誠桜高等学校

盛岡中央高等学校

沼宮内高等学校

盛岡南高等学校

不来方高等学校

一関第二高等学校

黒沢尻工業高等学校

学校名 Nｏ 競技種目 男女 区分学校名 Nｏ 競技種目 男女 区分


