平成27年度 部活動の主な記録・成績等
部活動名

大会名
2016/1/22
2016/2/9

成績

平成27年度 岐阜県高等学校新人ス 男子1戦目 4位中畑 5位黒木 7位佐伯 ＤＦ中野 2戦目 4位中畑 5位黒木 7位仲野 ＤＦ佐伯 女子1戦目 1位今村 2位岡田 4位
キー大会
三島 2戦目 1位今村 2位岡田 4位三島
平成27年度全国高等学校総合体育大
女子5㎞クラシカル東濃50位 フリー57位 男子10㎞クラシカル西本111位
会 第65回全国高等学校スキー大会

2016/2/9 第65回全国高校スキー大会

男子大回転 ＤＦ三島 女子大回転 22位今羽 71位三島 男子回転 24位三島 37位森 ＤＦ清水 女子回転 25位今羽 ＤＦ橋脇・岡
田

2016/2/28 全日本ジュニアスキー選手権選手権

1戦目 森18位 三島21位 清水25位 2戦目 三島11位 ｓ水21位 森26位

2016/2/24
岩手国体
2016/2/24

アルペン 今羽16位 清水25位 クロス 少年女子クラシカル 橋本31位 東濃37位 少年男子 西本66位 リレー15位

2016/2/29 第28回全国高等学校選抜スキー大会

女子5㎞Ｃ 橋本45位 東濃49位 男子10㎞Ｃ 西本91位 女子10㎞Ｆ 橋本41位 スプリント1.2㎞ 女子 橋本55位 東濃62位 男子西
本62位

2016/3/11 ＪＯＣジュニアオリンピック2016

岐阜県スキー連盟強化事業として標記大会に本校より2名の生徒が参加をした。全国レベルの壁の厚さを痛感する大会であった。

スキー

2016/3/12 第28回全国高等学校選抜スキー大会 今村 大回転1戦目18位 2戦目17位 回転ＤＦ 岡田 大回転1戦目86位 2戦目89位 回転40位
インターアク
ト・ユネスコ
園芸ボランティア

2015/8/15 第38回インターアクト年次大会

2015/12/12 第３７回ユニセフハンドインハンド募金 募金総額100,964円でした。ユニセフを通じて募金します。
2015/7/31 第39回全国高等学校総合文化祭
2015/8/8 岐阜県高等学校演劇大会

演劇

参加

2016/3/21 飛騨高山高校演劇部自主公演

ポスター発表やプレゼンテーションを見学し意見交換もした。
奨励賞
自主公演実施、入場者数約１２０名。

女子バスケットボール

家庭クラブ
華道

2015/5/16 県高校総体

出場（1回戦敗退 本校ｖｓ大垣商（４６－８４））

2016/1/23 県高校新人バスケットボール大会

出場（１回戦敗退 本校41-80大垣商）

全国高等学校家庭クラブ研究発表大
会
2015/7/23 池坊流家元訪問
2015/8/1

大垣桜高校が文部科学大臣賞を受賞されました。本校の生徒におても研究発表を見学でき良い経験になりました。
家元を訪れ、六角堂、資料館を見学し、いけばな体験を行った。

2016/2/14 平成２７年度 第２回市民意見交換会 意見交換会に参加しました。
環境リサーチ

弓道

2016/4/23 荒城農業小学校ボランティア

生徒５名はボランティアスタッフとして参加し小学生と交流した。

2015/5/24 県高校総体

尾沼・準決勝敗退、 佐橋・３位（東海大会進出）

第62回東海高等学校総合体育大会
弓道競技
2015/7/20 飛騨地区総合体育大会
2015/6/21

2015/5/23 岐阜県高等学校剣道大会
2015/5/30 岐阜県高等学校剣道大会
剣道

2015/11/14

第６１回岐阜県高等学校剣道新人大
会

（３Ｂ）佐橋遥 2回戦敗退（1回戦：4射1中 2回戦：4射2中）
女子団体Ｂ優勝、 個人加賀江梨緒 優勝、清水ゆき奈 3位
女子団体 2回戦敗退（1回戦4－1大垣西

2回戦1－3郡上）

男子個人 橋場・佐藤1回戦敗退

男子団体 3回戦敗退（1回戦5－0本巣松陽
2回戦5－０大垣工業
3回戦0ー4中京）
女子
個人 黒木・中島2回戦敗退
男子団体ベスト１６ 女子団体１回戦敗退 男子個人宮川ベスト８ 橋場１回戦敗退 女子個人西本ベスト１６ 中畑１回戦敗退 中畑ほ
１回戦敗退

第25回全国高等学校剣道選抜大会兼
2016/1/23 第2回東海高等学校剣道選抜大会岐 男子団体 1回戦敗退 飛騨高山0-5益田清風 女子団体 1回戦敗退 飛騨高山1-2長良
阜県予選
硬式野球部
琴三絃

秋季中農飛騨地区高校野球大会（秋
リーグ戦④）
2015/3/15 雫宮祭
2015/8/6

8/13（木）雨天のため8/16（日）へ変更。秋季リーグ戦④ 本校4-2関有知（３勝１敗で県大会出場権獲得）
出演（観光客をはじめ大勢の聴衆から好評を博した）

2015/4/19 情報処理技術者試験
2015/5/30
2015/9/5
コンピュータ

県高校情報処理競技大会兼全国情報
団体 努力賞
処理競技岐阜県予選
平成27年度第61回岐阜県商業実務競
初級団体6位 上級団体6位 東海地区商業実務競技大会に出場
技大会

2015/10/18 情報処理技術者試験
2015/11/7
2015/11/28
2016/4/17
2015/5/23
2015/1/24
2015/7/20
サッカー

国家試験受験

第37回東海地区高等学校商業実務総
合競技大会
クリエイティブキャンプ2015
情報処理技術者試験
県高校総体
平成27年度岐阜県高校サッカー新人
大会
飛騨地区総合体育大会

応用情報1名、基本情報5名の引率をしてきました。一人でも多くの生徒が合格できていることを期待します。
団体21位 個人 桂川59位 清水112位 尾崎113位 加藤96位 一高119位
参加（特別講義、概要説明、発表）
９名受験
2回戦敗退（ｖｓ帝京可児（０－９））
1回戦敗退（1-3可児）
優勝（決勝 本校０－０斐太 ＰＫ３－２）

2015/10/17 全国高等学校サッカー選手権 県予選 2回戦敗退（本校1-2可児高校）
2015/11/21

岐阜県高校サッカー新人大会 飛騨地
1位（決勝 本校3-1高山西 地区１位で県大会出場）
区予選

2016/1/23 岐阜県高校サッカー新人大会 県大会 1回戦敗退（会場、大垣工業高校に変更。本校0-2岐阜）

柔道

2015/5/10 H27年県高校総体 団体戦

一回戦敗退

2015/5/17 県高校総体 個人

斎藤、渡辺欠場・邑上一回戦敗退

2015/1/24 平成26年度岐阜県高校柔道新人大会 本城・斎藤：1回戦敗退
手芸

2015/11/8 広瀬光治ファッションショー

予定通りファッションショーのモデルとして参加させて頂いた。又、ぞうきんコンテストでは4名の入賞の連絡を頂いており、さらにその中か
ら３H澤田が飛騨市長賞、22岩垣が優秀賞として表彰して頂けた。

2015/8/2 本町納涼夜市
2015/8/29 ふるさと味の祭典in国府

本町納涼夜市に参加し、2日間で160個の売り上げがありました
国府町まちづくり協議会による初の企画とのこと。生徒の接客態度もよくアイスクリーム300個完売でした。

平成27年度第61回岐阜県商業実務競
珠算の部4位東海大会出場 簿記の部入賞できませんでした。
技大会
2015飛騨高山秋の文化産業フェスティ 飛騨の家具、工芸品、県内地場産品の展示、販売の他、グルメフェアも行われ、アイスクリーム薬350個、新販売のえごま茶⒑袋を販
2015/10/12
バル
売。
2015/9/5

商業研究部

2015/10/25 全国お茶まちづくりカレッジIN宇治
全商英語スピーチコンテスト
2015/11/7

開発商品の販売とPR(会場発表）を行った。アイスクリーム110個、2時間で完売。えごま茶の代わりに紅茶を販売。
14山下11位 藤本8位

第37回東海地区高等学校商業実務総
団体20位 残念ながら入賞できませんでした。
合競技大会

2016/1/15 FOODWAVE2016

生徒が取扱商品の説明を行い、企業の皆様とのコミュニケーションを持てたことは有意義であった。

平成27年度国体飛騨地区予選個人戦
女子個人戦 古本・木戸口ペア ベスト８、国体２次県大会出場
（テニス競技）
平成27年度新人戦飛騨地区予選個人
2015/9/6
ダブルス谷倉・河合ペア、古本・木戸口ペア ベスト8 2ペア県大会出場 シングルス木戸口 ベスト8 1名県大会出場
戦
女子ソフトテニス 2015/10/11 平成27年度岐阜県ソフトテニス選手権 個人戦、古本・木戸口ペア、谷倉・河合ペアともに1回戦敗退。
大会
2015/5/30

2015/10/18 平成27年度岐阜県高等学校新人大会 団体戦ベスト16。個人戦、古木・小木口ペア2回戦敗退。谷倉・河合ペア1回戦敗退。
平成27年度岐阜県高校シングルス大
会
2015/4/29 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ
2015/5/10 県高校総体地区予選
5月24日 県高校総体

2015/10/31

女子バレーボール

2015/11/8

木戸口 予選リーグ2敗 リーグ突破ならず。
ベスト４（1回戦；本校2－0美濃加茂、準決勝；本校0－2済美）

ｖｓ吉城（２－０）・ｖｓ益田（０－２）IH県予選進出
一回戦敗退

第６８回全日本バレーボール高等学校
３回戦ＶＳ美濃加茂2-1勝 ４回戦ＶＳ各務原2-0勝 準々決勝ＶＳ済美0-2負 ベスト８
選手権大会岐阜県代表決定戦

2016/1/16 県高校新人大会 飛騨地区予選

2位（1回戦 高山西（0-2）本校 決勝 益田清風（2-0）本校） 県大会出場

2016/1/30 県高校新人大会

1回戦 大垣東ＶＳ本校（2-0）負

2015/8/23
書道

第20回全日本高校・大学書道展～学
生書道のグランプリ～

2015/11/10

岐阜県高等学校総合文化祭 第41回
２０細江 1席「最優秀賞」
岐阜県高等学校書道展

2015/11/29

第５７回大東文化大学全国書道展表
彰式

2015/6/27 インターハイ県予選
7月19日 第62回東海高等学校総合体育大会
水泳

個人「外務大臣賞」清水
（22）中野 背泳ぎ8位 東海出場

（20）栗本 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ8位 東海出場

（3Ｈ）加藤 400ｍ個人メドレー

予選敗退

平成27年度岐阜県選手権水泳競技大
2015/8/2 会 第70回国民体育大会水泳岐阜県 50ｍ自由8位、50ｍバタフライ5位 100ｍバタフライ8位 200ｍ個人メドレー7位
予選会
2015/9/27

平成27年度 岐阜県室内スプリント大
女子100m個人メドレー、50mバタフライ、50m平泳ぎ、50m自由形出場の全種目1位。
会

2015/8/9 第53回岐阜県吹奏楽コンクールHL
吹奏楽

野尻水希 第2席「展賞」2年連続で受賞 第3席「優秀賞」6名入賞

2015/8/5
2016/2/11

中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大
会

平成27年度岐阜県高等学校新人大会
個人戦
平成27年度岐阜県高等学校新人大会
男子ソフトテニス 2015/10/17 団体戦
平成27年度岐阜県高校シングルス大
2015/10/31
会
2015/10/4 無垢の魂・癒しの一刻
2015/11/8
2015/11/15

B編成の部「銀賞」

第３２回 個人重奏コンテスト個人の部
西：アルトサックス・銀賞、二山：トランペット・銅賞
岐阜県大会

2015/10/18

太鼓

小編成の部「金賞」

1回戦敗退 田口・細江（泰）、 2回戦敗退 細江（功）小倉、中島・天池、洞田・福田
1回戦 岐阜第一3-0勝利 2回戦 中津商0-3敗退
1回戦（予選リーグ）中島 中京1-3 多治見3-1 1勝1敗予選敗退
無垢の魂・癒しの一刻における演奏及び司会進行を行った。

2015岐阜県太鼓まつり 第18回日本
日本太鼓ジュニアコンクール入賞はしなかった。2015岐阜県太鼓まつりでは演奏を行った。
太鼓ジュニアコンクール岐阜県予選会
平成２７年度岐阜県高等学校総合文
化祭民族芸能発表会

文化連盟賞(４位）という結果であった。

優勝 東海出場

2015/5/31

平成27年度中部日本卓球選手権大会
男子ダブルス・男子ジュニアシングルス 予選敗退
県予選（ジュニアの部・ダブルスの部）

2015/7/10 第67回中部日本卓球選手権大会
2015/8/6 岐阜県高校生新人卓球大会
卓球
2015/11/3
2015/11/21
2016/1/9
男子バスケットボール

茶道

動物研究

平成２７年度東海卓球選手権大会
ジュニアの部

女子ジュニアシングルス14直井美歩 予選勝ち抜け、本選出場

14直井美歩 0－3 初戦敗退
今井一希・男子シングルベスト32 直井美歩、土川二葉、女子シングルベスト32
ジュニア女子シングル・初戦敗退（12井畑15土川２５坂下） ジュニア男子シングルス・初戦敗退（２Ｅ駒）

平成２７年度 岐阜県高等学校新人卓 男子団体・3回戦敗退（飛騨高山3-2岐阜高専 3-0大垣商業 0-3岐阜第一（ベスト１６）） 女子団体・2回戦敗退（飛騨高山3-2加茂 0球大会 学校対校の部
3長良 （ベスト１６））
第４３回全国高等学校選抜卓球大会
県予選個人

男子シングル・第2戦敗退（平田・今井・若宮 初戦勝ち抜け） 女子シングル.第2戦敗退（直井・土川・田口 初戦勝ち抜け）

2015/10/24 平成27年度岐阜県高等学校選抜大会 第2戦敗退（中津川工業と対戦 99-35で敗れる）
2015/7/29 学校茶道研修会
2015/4/22 飛騨牛出品審査
2015/10/14 高山市畜産共進会
平成27年度高校生サイエンスフェス
2016/2/7
ティバル
2016/3/28 岐阜県ブラックアンドホワイトショウ

生徒にとってもとても貴重な体験になりました。
２頭出品、２次審査敗退
一次審査（はっちぃ） 二次審査敗退（ともゆか）
寄生虫駆除剤のパネル展示 牛赤血球の観察(実演）
未経産牛区 １位 ２B 岩本（２位 辻野）
経産牛区 １位 １B 栗谷 ４位 ２B 岩本 ５位 １B 下垣内
（５位 辻野）

バドミントン

ハンドボール

2015/4/29 インターハイ飛騨地区予選団体

女子団体；本校3－0益田、本校3－2斐太、優勝

2015/4/26 インターハイ飛騨地区予選単・複

女子ダブルス銅島・谷口組ベスト4（県大会出場）

2015/5/16 県高校総体 女子・団体
第49回岐阜県バトミントン選手権大会
2015/8/1
（単2部）
平成27年度岐阜県高等学校新人バト
2015/10/18 ミントン大会飛騨地区予選会（個人の
部）
平成27年度岐阜県高等学校新人バド
2015/10/25 ミントン大会飛騨地区予選会（団体の
部）
第60回岐阜県高校生バドミントン大会
2016/2/6
団体
第60回 岐阜県高校生バドミントン大
2016/2/13
会
2015/5/23 県高校総体
2015/6/21

第62回東海高等学校総合体育大会
ハンドボール競技

2015/2/8

第43回東海高等学校ハンドボール選
手権大会

2015/3/29

第38回全国高等学校選抜ハンドボー
ル大会

第2戦敗退（ｖｓ岐阜高校（０－３））
男子単A２勝（大宮） 女子単A３勝（谷口） １勝（稲味、井原） 男子単B３勝（福本、下田） ２勝（坂次） １勝（森、蒲、鈴木、坂谷、石橋）
女子ダブルス谷口・稲味組、第3位県大会出場、男子ダブルス大宮・岡田組ベスト8、女子シングル谷口・稲味ベスト8、男子シングル大宮
ベスト8
女子団体(体益田清風に3対1）（対斐太高に3対2）で優勝、県大会出場。男子団体（対高山西3対2）（対高山工業0対3）3位決定戦（対斐
太高0対3）第4位
男子団体Ａチーム1勝 Ｂチーム1回戦敗 女子団体Ａチーム2勝（ベスト１６） Ｂチーム1回戦敗
女子ダブルス 稲味・佐藤・優勝 男子ダブルス1勝ペア 3勝2ペア 1勝２ペア
優勝（ｖｓ県岐商（３１－１７）） IH出場
2位（2回戦：17－11愛知商業

準決勝：23－１５清水桜が丘

決勝：12－20市邨高校）

1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ：13-18四日市商
3位決定戦：23-25星城
5位決定戦：23-15清水桜が丘
全国選抜大会出場権獲得
2回戦 28-24 明光学園、
3回戦 12-21 白梅学園
結果 ベスト１６

平成27年度全国高等学校総合体育大
会ハンドボール競技大会高松宮記念
2015/8/6
下来方17-14飛騨高山 一回戦敗退
杯第 第66回全日本高等学校ハンド
ボール選手権大会
国民体育大会第３６回東海ブロック大
2015/8/16 会ハンドボール競技会兼第７０回国民 3位（岐阜39-19静岡 愛知22-17岐阜 三重23-19岐阜 国体出場できず。）
体育大会東海地区予選
平成27年度岐阜県高等学校新人ハン
ドボール大会兼第44回東海高等学校
2015/12/27 ハンドボール選手権大会g府県予選会 優勝（ブロック決勝 飛騨高山22-10県岐商 決勝リーグ 飛騨高山38-8加納 飛騨高山23-7長良）
兼第39回全国高等学校選抜ハンド
ボール選手権大会岐阜県予選会

美術
フラワーアレンジメント

2015/11/15 第３３回飛騨地区高校美術展
2015/7/4 フラワー装飾技能検定
2015/5/24 県高校総体
第62回東海高等学校総合体育大会
6月21日
陸上競技
2015/7/5 岐阜県陸上競技選手権大会
2015/8/23 第58回東海陸上競技選手権大会

陸上競技
2015/10/25

3名受検
４名東海総体出場権獲得
男子4種目に出場
（2Ｅ）西村 3000ｍ障害 5位
権出場

東海選手権出場

2名が出場、入賞ならず。

男子42,195㎞7区間2時間14分59秒 6位(初） 女子21,0975㎞5区間1時間17分08秒 3位（過去最高順位） 男女東海出場

2015/11/22

男子第６４回 女子第２６回東海高等
学校駅伝競走大会

男子２時間１８分１５秒 女子１時間２０分２２秒 ともに２０位(２４チーム中）

2015/6/20

第62回東海高等学校総合体育大会
レスリング競技

（35）田口あい 46㎏級 2位

レスリング

2015/8/3 全国高校総体（レスリング競技）

田口は準々決勝敗退、小坂は初戦敗退

2015/6/6 全国ワープロ大会県予選（団体）

団体 18校参加中9位

第２９回岐阜県高等学校新人ワープロ
競技大会
平成27年度第61回岐阜県商業実務競
2015/9/5
技大会
第37回東海地区高等学校商業実務総
2015/11/6
合競技大会
2015/2/14

（1Ｈ）中井 走高跳 6位

東海高等学校新人陸上競技選手権大
男子3,000m障害4位 ２E西村 走高跳4位 １H中井
会

2015/11/8 岐阜県高等学校駅伝競走大会

ワープロ

出展

（32）小坂泉生 49㎏級 2位

団体：16校中7位、
個人：1年生の部 小瀬木5位
6位入賞（参加18校）東海大会（11/7土）出場権獲得
ワープロの部 東海4県 24校出場内14位

東海選手

