
令和４年度岩手県高等学校新人大会 

開催要項 

 

総   則 

 

１ 主   旨   

岩手県高等学校新人大会は、高等学校１・２年生生徒を対象に、スポーツの振興とその普及発展 

を図り、力を練磨し技術の向上を養い明朗なる精神の高揚を企図するものである。 

２ 主   催 

岩手県高等学校体育連盟・岩手県教育委員会 

 ３ 共   催 

盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・奥州市・ 

雫石町・岩手町・紫波町・金ケ崎町・大槌町・山田町 

４ 後   援 

（公財）岩手県体育協会・各競技団体・開催市町村体育協会 

５ 期   日 

   日程及び開催地一覧参照 

６ 会   場   

日程及び開催地一覧参照 

７ 種   別 

   １ 部  全日制 

    ２ 部  定時制・通信制 

８ 実 施 競 技  

[男子]  

陸上競技・体 操・水 泳・バスケットボール・バレーボール・卓 球・ソフトテニス・サッカー・ 

ラグビーフットボール・ハンドボール・バドミントン・相 撲・ボクシング・柔 道・自転車競技・ 

ソフトボール・軟式野球・スケート・剣 道・弓 道・登 山・ヨット・ボート・ウエイトリフ 

ティング・レスリング・フェンシング・テニス・ホッケー・空手道・アーチェリー・なぎなた・ 

カヌー（32競技） 

   [女子]  

陸上競技・体 操・水 泳・バスケットボール・バレーボール・卓 球・ソフトテニス・サッカー・ 

ハンドボール・バドミントン・ボクシング・柔 道・自転車競技・ソフトボール・スケート・剣 道・ 

弓 道・登 山・ヨット・ボート・ウエイトリフティング・レスリング・フェンシング・テニス・ 

ホッケー・空手道・アーチェリー・なぎなた・カヌー（29競技） 



９ 競 技 方 法  

学校対抗とする。 

10 参 加 資 格 

(1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在学する全日制課程１～２年生、定通制課程１ 

～３年生（３年生課程は１～２年生）の生徒であること。 

(2) 選手は、岩手県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技要項により参加資格を得た者

に限る。 

(3) 年齢は平成16年４月２日以降に生まれたもの。ただし、同一学年での出場は一回限りとする。 

(4) チームの編成において全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混成は認めない。 

(5) 複数校合同チームによる大会参加 

ア 統廃合の対象となる学校、本分校の合同チームは、県大会、ブロック大会、全国大会に参加 

 できる。 

イ 部員不足による合同チームは、県大会に参加できる。上位大会の出場は認められない。 

(6) 転校後６ケ月未満の者は参加を認めない。ただし、一家転住等やむを得ない場合はこの限りでな 

い。 

(7) 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。 

(8) 参加資格の特例 

    ア  上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、岩 

手県高等学校体育連盟が認めた生徒について、全国高等学校総合体育大会開催要項の別途に 

定める規定に従い、大会参加を認める。 

イ 上記（3）については、定通制課程に在籍する生徒の出場は同一競技２回限りとする。 

11 表 彰 

(1) 競技別に、１、２、３位には賞状を授与する。 

(2) 個人種目は３位まで賞状を授与する。陸上競技及び体操については、総合成績６位まで賞状を授 

与する。 

12 ブロック予選（ブロック予選実施競技） 

バスケットボール・バレーボール・卓 球・ソフトテニス（個人戦）・バドミントン（個人

戦）・弓 道（個人戦）・テニス（個人戦）〔７競技〕 

13 参 加 申 込 

(1) 申込期限 

各競技に定められている期限までに申込むこと。 

  (2) 様  式 

     別紙様式（県高体連ホームページからダウンロード） 

  (3) 申 込 先 

     各競技要項に定められている責任者に申込むこと。 

14 組合せ抽選   

   各競技要項による。 

15 宿   泊 

(1) 宿泊を希望する学校は、予納金1人2，000円を添えて、【様式 宿泊申込書】により申し込むこ 

 と。 

(2) 申込先及び申込期限は、各競技要項による。 



 宿泊料金（１泊２食 消費税込） 昼食（消費税込） 

生 徒 6,600円 648円 

引率者 7,260円 648円 

16 監督会議等 

各競技要項による。 

 17 個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて 

   本大会の参加申込書の提出により、以下の事項の個人情報及び肖像権の取扱いについて承諾したも 

のとする。 

  （1）大会プログラムへの所属・氏名・学年の掲載 

  (2）競技結果の報道や機関誌、関連ホームページへの情報提供 

   (3) 主催団体や報道機関が撮影した写真及び映像が関連ホームページや機関誌、中継・録画、インタ

ーネットにより配信されることがある。また、ＤＶＤ等に編集され、配布されることがある。 

  (4) 個人情報等の掲載又は公開等に関しての質問や問い合わせについては、高体連事務局または該当

専門部とする。 

18 新型コロナウイルス感染対策 

(1) 競技運営については、競技団体が示す「ガイドライン」に沿って対策を講じる。 

(2) 参加者、引率教員等については、専門部から事前に示される「感染症対策」について遵守するこ

と。 

  (3) 別紙「令和４年度岩手県高等学校新人大会のコロナ対応について」を必ず確認しておくこと。 



 

大　　会　　名 期　日 開催

1 陸上競技 第73回県高等学校新人大会 ９月９日（金）～11日（日）　 盛岡市

第70回県高等学校新人大会（体操競技） 10月14日（金）・15日（土） 盛岡市

男：10月15日（土） 盛岡市

女：10月28日（金）・29日（土） 北上市

第60回県高等学校新人大会（競泳） ９月23日（金）・24日（土） 雫石町

第60回県高等学校新人大会（飛込） ８月28日（日） 盛岡市

4 バスケットボール 第68回県高等学校新人大会 １月13日（金）～16日（月） 一関市

5 バレーボール 第70回県高等学校新人大会 １月20日（金）～22日（日） 奥州市、金ヶ崎町

6 卓　　球 第68回県高等学校新人大会 10月21日（金）～23日（日） 奥州市

7 ソフトテニス 第67回県高等学校新人大会 ９月30日（金）～10月２日（日） 北上市

8 サッカー 第57回県高等学校新人大会 11月18日（金）～21日（月）
遠野、山田、大槌

釜石、大船渡、

陸前高田

9 ラグビーフットボール 第55回県高等学校新人大会 11月４日（金）～６日（日） 宮古市

10 ハンドボール 第66回県高等学校新人大会 10月28日（金）～30日（日） 花巻市

11 バドミントン 第62回県高等学校新人大会 10月27日（木）～30日（日） 奥州市

12 相　　撲 第64回県高等学校新人大会 ９月３日（土） 盛岡市

13 ボクシング 第63回県高等学校新人大会 10月27日（木）～30日（日） 盛岡市

14 柔　　道 第67回県高等学校新人大会 10月14日（金）・15日（土） 宮古市

15 自転車競技 第44回県高等学校新人大会 10月28日（金）～30（日） 紫波町

16 ソフトボール 第69回県高等学校新人大会 10月15日（土）～17日（月） 奥州市

17 軟式野球 第61回県高等学校新人大会 10月７日（金）・８日（土）・10日（月） 花巻市

18 剣　　道 第65回県高等学校新人大会 11月11日（金）・12日（土） 花巻市

19 弓　　道 第61回県高等学校新人大会 1月12日（木）～14日（土） 盛岡市

20 登　　山 第58回県高等学校新人大会 10月７日（金）～９日（日） 花巻市

21 ヨット 第56回県高等学校新人大会 10月14日（金）～16日（日） 宮古市

22 ボート 第54回県高等学校新人大会 ９月３日（土）・４日（日） 花巻市

23 ウエイトリフティング 第57回県高等学校新人大会 10月29日（土） 奥州市

24 レスリング 第55回県高等学校新人大会 11月５日（土）・６日（日） 宮古市

25 フェンシング 第58回県高等学校新人大会 10月28日（金）・29日（土） 一関市

26 テニス 第54回県高等学校新人大会 10月７日（金）～９日（日） 盛岡市

27 ホッケー 第34回県高等学校新人大会 10月22日（土） 岩手町

28 空手道 第39回県高等学校新人大会 10月22日（土）・23日（日） 宮古市

29 アーチェリー 第35回県高等学校新人大会 10月１日（土）・２日（日） 雫石町

30 なぎなた 第27回県高等学校新人大会 10月29日（土） 盛岡市

31 カヌー 第13回県高等学校新人大会 ８月28日（日） 盛岡市

32 スケート 第59回県高等学校新人大会 １月上旬～２月中旬 盛岡市

3 水　　泳

令和４年度 岩手県高等学校新人大会　会期・会場地

競技種目

2 体　　操
第70回県高等学校新人大会（新体操）



宿泊申込先一覧表

 

支部名 名　　　　　称 郵便番号  事　務　所　　所　在　地 電話番号 FAX番号

1 盛岡 旅館ホテル組合 盛岡支部 020-0025
 盛岡市大沢川原3-1-2
 （浴友会館 2階）

019-622-1837 622-1814

2 つなぎ 旅館ホテル組合 つなぎ支部 020-0055
 盛岡市繋字舘市89
 （つなぎ温泉観光協会 内）

019-689-2109 689-2391

3 鶯宿 旅館ホテル組合 鶯宿支部 020-0574
 岩手郡雫石町鶯宿6-25-20
（鶯宿温泉観光協会 内）

019-695-2209 695-2549

4 岩手 旅館ホテル組合 岩手支部 028-7302
 八幡平市松尾寄木1-590-303
 (アルプ八幡平 内)

0195-78-2765 78-2788

5 花巻 旅館ホテル組合 花巻支部 025-0092
 花巻市大通り1-10-29
（かほる旅館 内）

0198-23-4523 24-8860

6 北上 旅館ホテル組合 北上支部 024-0061
 北上市大通り2-8-6
（くさのイン北上　内）

0197-65-1711 63-7866

7 湯田 旅館ホテル組合 湯田支部 029-5512
 和賀郡西和賀町川尻40-73-11
（湯夢プラザ 内）

0197-81-1135 81-1136

8 奥州 旅館ホテル組合 奥州支部 023-0003
 奥州市水沢佐倉河字薬師堂27
（薬師堂温泉 内）

0197-23-4126 23-3668

9 一関 旅館ホテル組合 一関支部 029-4102
 西磐井郡平泉町平泉字大沢15
（平泉ホテル武蔵坊 内）

0191-46-2241 46-5339

10 東磐井 旅館ホテル組合 東磐井支部 029-0302
 一関市東山町長坂字町436
（ひがしやま観光ホテル 内）

0191-47-2211 47-2212

11 陸前高田 旅館ホテル組合 陸前高田支部 029-2311
 気仙郡住田町世田米字世田米駅68
（髙橋旅館 内）

0192-46-3018 46-2890

12 大船渡 旅館ホテル組合 大船渡支部 022-0002
 大船渡市大船渡町字新田42-13
（シティホテル山口 内）

0192-27-5110 27-1530

13 遠野 旅館ホテル組合 遠野支部 028-0303

 遠野市宮守町下鱒沢28-125（柏木平レ
イクリゾート・コテージランドかしわ
ぎ 内）

0198-67-2885 67-3351

14 釜石 旅館ホテル組合 釜石支部 026-0024
 釜石市大町2-3-3
（ホテルサンルート釜石 内）

0193-24-3311 24-3446

15 宮古 旅館ホテル組合 宮古支部 027-0052
 宮古市宮町1-1-80
（宮古観光案内所 内）

0193-62-4060 62-7030

16 岩泉 旅館ホテル組合 岩泉支部 027-0501

 下閉伊郡岩泉町岩泉字神成1-1
 龍泉洞観光センター2階
（岩泉町観光協会 内）

0194-22-4755 22-4911

17 久慈 旅館ホテル組合 久慈支部 028-0061
 久慈市中央3-2
（久慈ステーションホテル 内）

0194-53-5281 52-0220

18 金田一 旅館ホテル組合 金田一支部 028-5711
 二戸市金田一字大沼24-6
（金田一温泉観光案内所 内）

0195-27-2540 27-2447

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合  　［盛岡市中央通3-14-31  　電話 019-622-7214　FAX 019-622-7226］


