
入　　　　　賞
平・沢田・両川・涌田

佐々木（美）・神林・山本

田鎖・佐々木（睦）

1971 Ｓ46 12回 香川県 高松 男子Ｓ・女子Ｓ宮古8位

1972 Ｓ47 13回 神奈川県 江ノ島 ＜女子Ｓ商業9位＞

1973 Ｓ48 14回 三重県 津 女子Ｓ 宮古商業 笹平・大須賀・中野・堀合

1974 Ｓ49 15回 福岡県 福岡 女子Ｓ 宮古商業 平塚・鈴木（梨）・鈴木（え） 男子Ｓ 宮古商業 刈屋・山桑・大越

1975 Ｓ50 16回 茨城県 土浦 男子Ｓ 宮古商業 大久保・山根・野崎・鍬形 女子Ｓ釜南6位＜商業9位＞

女子Ｓ 宮古商業 小野寺・久保田（勝）

佐々木・久保田（淳）

渡辺・西村・山崎・吉田

前川・小成・上野

1978 Ｓ53 19回 宮城県 七ヶ浜 女子Ｓ商業5位・女子ＦＪ商業7位

男子Ｓ 釜石北高 小笠原・東・港・岩間

女子Ｓ 釜石北高 佐々木・谷沢・吉田

女子ＦＪ 宮古商業 菊池・伊藤・中村・豊間根・加藤

1980 Ｓ55 21回 香川県 高　松 女子Ｓ 釜石北高 古舘（嘉）・古舘（千） 男子Ｓ釜北5位

1981 Ｓ56 22回 神奈川県 江ノ島 女子ＦＪ商業8位

1982 Ｓ57 23回 鹿児島県 鹿児島 男子Ｓ 宮古高校 佐々木（富）・佐々木（徹） 女子Ｓ宮古5位・女子ＦＪ商業6位

1983 Ｓ58 24回 愛知県 蒲　郡 女子Ｓ商業6位

1984 Ｓ59 25回 秋田県 本　荘 女子ＦＪ 宮古高校 箱石・上田

1985 Ｓ60 26回 石川県 穴　水 男子Ｓ宮古5位・女子Ｓ商業6位

1986 Ｓ61 27回 山口県 光 男子ＦＪ 宮古高校 伊藤・小野寺 男子ＦＪ商業4位・女子ＦＪ宮古4位・商業8位・男子Ｓ宮古7位

1987 Ｓ62 28回 北海道 江　差 女子Ｓ商業8位

1988 Ｓ63 29回 兵庫県 芦　屋 女子ＦＪ 宮古高校 沢口・佐藤 女子Ｓ宮古4位・女子ＦＪ商業8位

1989 Ｈ元 30回 香川県 高　松 男子ＦＪ宮古4位・女子Ｓ商業7位

男子ＦＪ 宮古高校 伊藤（智）・伊藤（満）

女子ＦＪ 宮古商業 山口・中居

女子Ｓ 宮古商業 北舘・鈴木

1991 Ｈ03 32回 静岡県 三ヶ日 男子ＦＪ 宮古高校 佐藤・田島 女子Ｓ宮古5位

女子Ｓ 宮古高校 門屋・吉田

女子ＦＪ 宮古高校 野崎・藤沢

1993 Ｈ05 34回 茨城県 土　浦 女子デュエット商業5位

1994 Ｈ06 35回 富山県 新　湊 男子デュエット商業6位

1995 Ｈ07 36回 鳥取県 境　港 女子デュエット 宮古商業 佐々木・鳥居・田代・藤田 男子デュエット商業7位

1996 Ｈ08 37回 山梨県 山中湖 女子デュエット宮古4位・男子デュエット宮古6位

1997 Ｈ09 38回 京都府 宮　津 女子デュエット商業5位・＜男子デュエット商業9位＞

男子ソロ 宮古商業 大洞・上田

女子デュエット 宮古高校 伊藤・波岡・宇都宮

大須賀・阿部

女子ソロ 宮古高校 東・在原 男子デュエット 宮古高校 佐々木・鈴木・武田・高坂

女子デュエット 宮古高校 東・在原・盛合・千葉 女子デュエット 宮古商業 佐々木・芳賀・小成・中村

2002 Ｈ14 43回 茨城県 土　浦 女子デュエット 宮古高校 豊島・斎藤・佐々木・在原 女子ソロ 宮古高校 豊島・斎藤 女子デュエット宮古商業6位

2003 Ｈ15 44回 長崎県 長　与 女子デュエット 宮古高校 北村・在原・鈴木・中居

2004 Ｈ16 45回 岡山県 牛　窓 女子デュエット 宮古高校 鈴木・中居・熊谷・菊池 女子ソロ 宮古高校 鈴木・中居

女子デュエット 宮古高校 福舘・東・高橋・三浦

女子ソロ 宮古高校 福舘・東

2006 Ｈ18 47回 和歌山県 和歌山 男子デュエット宮古商業6位・女子デュエット宮古商業5位

2007 Ｈ19 48回 佐賀県 唐　津 男子デュエット宮古商業7位・女子デュエット宮古7位

2008 Ｈ20 49回 東京都 若　洲 女子ソロ 宮古高校 長洞・森山・横道 女子デュエット宮古7位＜女子ソロ商業９位＞

男子デュエット宮古商業８位

女子ソロ宮古商業７位　女子デュエット宮古商業4位・宮古5位　

女子デュエット 宮古高校 佐藤み・小笠原・加藤・佐藤早

女子ソロ 宮古高校 佐藤み・小笠原

2011 Ｈ23 52回 秋田県 由利本荘 男子ソロ宮古4位・商業6位・女子ソロ宮古4位

2012 Ｈ24 53回 石川県 七　尾 ＜女子デュエット宮古9位＞

2013 Ｈ25 54回 佐賀県 唐　津 女子デュエット 宮古高校 千葉・中島・佐々木・伊藤 女子デュエット 宮古商業 上田・越田・妙川・後川 女子ソロ 宮古高校 千葉・中島 女子ソロ商業5位・宮古8位

女子デュエット 宮古高校 長谷川・大川・川戸・小笠原

男子デュエット 宮古高校 金澤・菅原拓・菅原鷹・福士

2015 Ｈ27 56回 和歌山県 和歌山 男子ＦＪ 宮古商業 村上・佐々木・前川 男子420宮古商業5位・女子ＦＪ宮古商業6位

男子420宮古商業7位・男子ＦＪ宮古商業8位

女子420宮古商業4位・女子ＦＪ宮古商業7位

2017 Ｈ29 58回 和歌山県 和歌山

男子420 宮古高校 佐香・長澤2016 Ｈ28 57回 和歌山県 和歌山

女子ソロ 宮古高校 長谷川・大川 男子ソロ宮古5位

2010 H22 51回 沖縄県 与那原

2014 Ｈ26 55回 神奈川県 江ノ島

2005 Ｈ17 46回 千葉県 稲　毛

2009 Ｈ21 50回 和歌山県 和歌山

＜男子デュエット商業9位＞

1998 Ｈ10 39回 香川県 仁　尾 女子ソロ宮古5位

1999 Ｈ11 40回 岩手県 宮　古

男子Ｓ宮古7位・＜女子Ｓ商業9位＞

1990 Ｈ02 31回 宮城県 七ヶ浜 男子Ｓ宮古4位・女子ＦＪ宮古4位

1992 Ｈ04 33回 宮崎県 日　南

宮古商業 ＜女子ＦＪ商業9位＞

1979 Ｓ54 20回 滋賀県 大津 女子Ｓ宮古6位

1977 Ｓ52 18回 山口県 光 女子Ｓ

宮古商業 女子Ｓ商業8位

1976 Ｓ51 17回 愛知県 蒲郡 女子ＦＪ商業6位

1970 Ｓ45 11回 愛知県 蒲郡 女子Ａ・ＦＪ

インターハイ栄光の航跡

開催地 優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位

　Ａ：Ａ級ディンギー　　　Ｓ：スナイプ級　　　ＦＪ：フライングジュニア級　　　ソロ：個人戦　　　デュエット：団体戦

　420:４２０級　　　平成5年～26年はＦＪ種目のみ　

　宮古：宮古高校　　　商業：宮古商業高校　　　釜北：釜石北高校　　　釜南：釜石南高校


