硬式野球部

バレーボール部

【今年度の試合結果】

＜男子試合結果＞

■春季高等学校野球大会 中濃・飛騨地区予選

○岐阜県高等学校スプリングチャレンジカップ

・郡上北・東濃 １－ ９ 可児工業(7 回ｺｰﾙﾄﾞ)

１回戦 東濃 ２－０ 中京

・郡上北・東濃 ０－１０ 益田清風(5 回ｺｰﾙﾄﾞ)

２回戦 東濃 ０－２ 大垣東

・郡上北・東濃 ０－１７ 帝京可児(5 回ｺｰﾙﾄﾞ)

○平成２８年度 岐阜県高等学校総合体育大会

・郡上北・東濃 ０－１１ 関 商 工(5 回ｺｰﾙﾄﾞ)

ベスト４

中濃地区予選

■第 98 回全国高等学校野球選手権岐阜大会

１回戦 東濃 ０－２ 加茂

・東

○平成２８年度 中濃地区総合体育大会

濃 ３－１３ 麗澤瑞浪（5 回ｺｰﾙﾄﾞ）

■秋季高等学校野球大会 中濃・飛騨地区予選

１回戦 東濃 ０－２ 可児

・東

濃 １－１２ 益田清風（5 回ｺｰﾙﾄﾞ）

○平成２８年度 第６９回全日本バレーボール

・東

濃 １－ ８ 武

・東

濃 １－１１ 飛騨高山（5 回ｺｰﾙﾄﾞ）

１回戦 東濃 １－２ 岐阜

・東

濃 ０－１０ 関 商 工（5 回ｺｰﾙﾄﾞ）

＜女子試合結果＞

義（7 回ｺｰﾙﾄﾞ）

■第 51 回県下選抜高等学校野球大会 地区予選
（部員不足のため出場辞退）

高等学校選手権大会 岐阜県予選

○平成２８年度 中濃地区総合体育大会
１回戦 東濃 ０－２ 武義

陸上競技部
バスケットボール部

＜試合結果＞

〈男子試合結果〉

◎第 64 回 岐阜県高等学校総合体育大会

〇平成２８年度 岐阜県高等学校総合体育大会

中濃地区予選会（5/3,4：中池公園陸上競技場）

中濃地区予選

（４／３０ 関市総合体育館）

金子 侑煕…男子走幅跳 ９位

１回戦 東濃 ３８－１３１ 郡上

（記録 ５ｍ２４）

〇平成２８年度 中濃地区総合体育大会
（７／２ 関市総合体育館）
１回戦［男子］東濃

４３－８０

郡上

［女子］東濃

２２－９３

武義

〇平成２８年度 岐阜県高等学校選抜大会
（１０／１６ 可児高等学校）
２回戦 東濃

６０－７０

鶯谷

〇平成２８年度 岐阜県高等学校新人大会
中濃地区予選
１回戦 東濃

（１／７ 関市総合体育館）
５４－９６

東濃実業

◎平成 28 年度 中濃地区総体（7/16：中池）
金子 侑煕…男子走幅跳

６位（５ｍ６３）

◎第 45 回 岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手
権大会 兼第 19 回 東海高等学校新人陸上競技選
手権大会

岐阜県予選会

（9／17,18：岐阜メモリアルセンター）
金子 侑煕…男子走幅跳

出場（記録なし）

柔道部

② 石本

＜試合結果＞

航・川島 将司

③ 中川 浩一・峯

◎平成 28 年度中濃総体(7/16：わかくさプラザ)
団体戦 リーグ戦敗退

紅愛

◎新進大会（個人戦）
予選リーグ１位、決勝トーナメント進出

◎平成 28 年度新人戦地区大会(11/13：関高校)
個人戦 福田 真也…地区５位 県大会出場

石本

予選リーグ敗退 藤木 颯汰・可児 達勢

テニス部（男子）
＜主な成績＞

航・川島 将司

〃

中川 浩一・一瀬

〃

山田

蓮・峯

紅愛

◎新進大会（個人戦）決勝トーナメント

◎インターハイ 岐阜地区予選（個人戦）

石本

航・川島 将司

２回戦敗退 渡邉 秀斗・川島 将司

１回戦突破

４－２ 県岐阜商

１回戦敗退 石本

２回戦敗退

１－４ 大垣工

航・吉良 翔太

〃

中川 浩一・山田

〃

藤木 颯汰・峯

蓮
紅愛

◎新人戦 岐阜地区予選（個人戦）
ベスト３２、県大会進出

◎インターハイ 県予選（団体戦）

石本

１回戦 東濃 ２－１ 岐阜第一

航・川島 将司

１回戦敗退 中川 浩一・峯

２回戦 東濃 ０－２ 多治見北

〃

藤木 颯汰・一瀬

※２回戦から勝ち越しが決まり次第、試合終了

〃

山田

出場選手

紅愛

石本

② 石本

１回戦敗退

航・川島 将司

③ 中川 浩一・峯

紅愛

航・川島 将司
０－４ 中京

◎新人戦 県大会（団体戦）

◎国体少年の部 一次選考会（個人戦）
３回戦敗退 吉良 翔太・渡邉 秀斗
１回戦敗退 中川 浩一・可児 達勢

１回戦 東濃 １－２ 海津明誠
出場選手
① 石本

航・川島 将司

〃

峯

紅愛・一瀬

忠

② 中川 浩一・一瀬

〃

藤木 颯汰・山田

蓮

③ 藤木 颯汰・峯

◎中濃地区総体（団体戦）リーグ戦
１試合目 東濃 ３－０ 郡上北
２試合目 東濃 １－２ 美濃加茂
果 準優勝（１勝１敗）

出場選手
① 吉良 翔太・渡邉 秀斗

忠

蓮・可児 達勢

◎新人戦 県大会（個人戦）

① 吉良 翔太・渡邉 秀斗

結

忠

忠
紅愛

テニス部（女子）

卓球部

＜試合結果＞

＜試合結果＞

◎インターハイ 総合開会式 参加

◎第１３回可茂地区卓球選手権八百津オープン卓

粥川 真帆

小栗 夕沙

岩村 ケイミ 末増 知恵美
◎インターハイ 中濃地区予選
不参加
◎中濃地区 1 年生大会

球大会（4/23 八百津小学校体育館）
（一般男子ダブルス）
ベスト１６ 横井（教員）
・長谷川（ＯＢ）
２回戦敗退 川瀬・木野
１回戦敗退 小田・大宮、下田・片山（教員）

不参加
◎県新人戦
不参加
◎強化合同練習会ダブルス予選
不参加

岡崎・佐口
（一般女子ダブルス）
第３位

篭橋・三宅

１回戦敗退 馬田・佐藤
（一般男子シングルス）
予選敗退

川瀬、長谷川（OB）、横井（教員）
小田、大宮、下田、木野、岡崎、

弓道部
＜試合結果＞
◎全国高校総体 中濃地区予選大会
５月８日（日） 可児市弓道場
女子団体・男子団体戦 不参加
◎中濃地区高校総体 弓道競技
７月１８日（月） 可児市弓道場
女子団体・男子団体戦 不参加
◎全国高校選抜 中濃地区予選大会
１０月２２日（土） 可児市弓道場
女子団体・男子団体戦 不参加
◎岐阜県高校新人大会 中濃地区予選大会
１月２８日（土） 可児市弓道場
女子団体・男子団体戦 不参加

佐口
（一般女子シングルス）
ベスト１６ 三宅
予選敗退

篭橋、馬田、佐藤

◎第２４回中濃卓球選手権大会
（4/29 美濃市体育館）
（男子団体）
１回戦 可児高校

２－３ 敗退

（女子団体）第３位
１回戦 東濃実業高校 ０－３ 敗退
◎全国高等学校総合体育大会卓球競技中濃地区予
選
（4/29 美濃市体育館、5/7 関市総合体育館）
（男子ダブルス）
２回戦敗退 川瀬・木野、小田・大宮
１回戦敗退 下田・岡崎、佐口・谷口、
石本・山口、赤滝・後藤
（女子ダブルス）
２回戦敗退 馬田・山田
１回戦敗退 篭橋・三宅

（男子シングルス）

（一般女子ダブルス）

２回戦敗退 川瀬、小田、下田、後藤
１回戦敗退 大宮、木野、谷口、佐口、岡崎、
山口、可児、赤滝
（女子シングルス）

第３位 馬田・山田
（一般女子シングルス）
第３位 馬田
１回戦敗退 山田

第３位（県大会進出）篭橋
ベスト１６（県大会進出）三宅
１回戦敗退 馬田、佐藤、山田
◎「ぎふスポーツフェア２０１６」岐阜県団体卓
球選手権大会（5/1 岐阜メモリアルセンター）
（男子団体Ａチーム）

◎第６８回中部日本卓球選手権大会県予選
（6/5 瑞浪市民体育館）
（一般男子ダブルス）
１回戦敗退 川瀬・横井（教員）
（一般女子ダブルス）
２回戦敗退（中部大会出場決定）篭橋・三宅

１回戦 鶯谷高校Ｂ

３－１ 勝利

２回戦 岐阜工業高校Ａ ０－３ 敗退
（男子団体Ｂチーム）

（一般男子シングルス）
１回戦敗退 川瀬、横井（教員）
（一般女子シングルス）

１回戦 大垣工業高校Ｂ ０－３ 敗退

（女子団体）

１回戦敗退 篭橋、三宅

◎信用金庫の日ボランティア清掃活動参加（6/11）

１回戦 大垣南高校

３－０ 勝利

◎第６８回中部日本卓球選手権大会県

２回戦 中京学院大学Ａ ０－３ 敗退

（7/16 岐阜メモリアルセンター）

◎全国高等学校総合体育大会卓球競技県予選
（5/14 大垣城ホール）
（男子団体）
１回戦 清凌高校

０－３ 敗退

０－３ 敗退

◎全国高等学校総合体育大会卓球競技県予選
（5/21 多治見市総合体育館）
（女子シングルス）
１回戦敗退 篭橋、三宅
◎美濃加茂市民卓球大会
（6/5 プラザちゅうたい）

ベスト１６ 大宮
２回戦敗退 石本

（7/24 美濃市体育館）
（男子団体）

１回戦 大垣養老高校 ３－０ 勝利

（一般男子シングルス）

１回戦敗退 篭橋・三宅
◎中濃地区高等学校総合体育大会卓球競技

（女子団体）

２回戦 長良高校

（一般女子ダブルス）

１回戦 郡上高校

０－３ 敗退

（女子団体）第３位
１回戦 可児高校

不戦勝

準決勝 東濃実業高校 ０－３ 敗退
順位決定戦 関高校

２－３ 敗退

◎岐阜県高校生新人卓球大会
（8/10、11 多治見市総合体育館）
（男子団体Ａチーム）
１回戦 岐阜商業高校Ｂ ０－３ 敗退

（男子団体Ｂチーム）

◎県高校卓球新人大会中濃地区シード決定戦

１回戦 岐山高校

不戦勝

２回戦 大垣工業高校Ａ ０－３ 敗退
（女子団体）

（10/22 美濃市体育館）
（男子団体）
１回戦 八百津高校 ２－３ 敗退

１回戦 岐山高校

０－３ 敗退

（男子シングルス）
３回戦敗退 木野
１回戦敗退 岡崎、佐口、石本、可児、山口、
赤滝、谷口
（女子シングルス）

（女子団体）
１回戦 可児高校

◎第２３回みたけピンポンフェスタ２０１６
（10/30 御嵩町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
（一般男子シングルス）
第３位 横井（教員）
、長谷川（ＯＢ）

２回戦敗退 安藤、山田

第５位 小田

１回戦敗退 古舘、佐藤

第６位 川瀬、下田

◎全日本卓球選手権大会ジュニアの部中濃地区予
選（8/17 プラザちゅうたい）
（男子シングルス）
３回戦敗退（県大会出場）木野、佐口
２回戦敗退 岡崎、石本、可児、山口、赤滝
１回戦敗退 谷口、後藤
（女子シングルス）
３回戦敗退（県大会出場）山田
１回戦敗退 古舘、佐藤
◎第５６回東海卓球選手権大会県予選
（8/21 ＯＫＢぎふ清流アリーナ）
（一般男子ダブルス）
１回戦敗退 川瀬・下田
（一般女子ダブルス）
２回戦敗退 篭橋・三宅、馬田・山田
（一般男子シングルス）
１回戦敗退 川瀬、下田、大宮
（一般女子シングルス）
東海大会出場決定 三宅、馬田、篭橋
（ジュニア女子シングルス）
１回戦敗退 山田

２－３ 敗退

（一般女子シングルス）
優勝 篭橋
準優勝 三宅
第３位 馬田、井上（教員）
（高校生男子シングルス）
ベスト１０ 岡崎
予選敗退 石本、可児、山口
（高校生女子シングルス）
予選敗退 古舘、安藤、山田
◎第５６回東海卓球選手権大会
（11/5 三重県営サンアリーナ）
（女子シングルス）
２回戦敗退 三宅
１回戦敗退 馬田、篭橋（棄権）
◎全日本卓球選手権大会ジュニアの部県予選
（11/13 ＯＫＢぎふ清流アリーナ）
（男子シングルス）
３回戦敗退 木野
１回戦敗退 佐口
（女子シングルス）
１回戦敗退 山田

◎岐阜県高等学校新人卓球大会
（11/19 多治見市総合体育館）
（男子団体）

茶華道部
〈活動内容〉
◎高校オープンキャンパス（7/26）

１回戦 各務原高校 １－３ 敗退

◎赤陵祭茶会（10/26）

（女子団体）
１回戦 中津高校

２－３ 敗退

◎第１５回中濃オープン卓球選手権大会
（2/13 プラザちゅうたい）

毎週金曜日に外部講師の先生から茶道(表千家)
のお手前を稽古しています。夏は風炉、冬は置炉
と釜の位置をかえ、その時期の掛物やお花で季節

◎岐阜県民卓球大会

を味わうことを行っています。動作は決まりごと

（2/12 岐阜メモリアルセンター）

が多く、始めたころは戸惑うことばかりでしたが、
少しずつ慣れてきました。

ウエイトリフティング競技部

現在部員は少ないですが、その分丁寧に教えて

◎全国・東海高等学校総合体育大会

いただくことができ、楽しい時間を過ごしていま

【岐阜県予選会】 １０５キロ級 第２位

す。茶道を通じて、日常の所作や考え方も勉強し

【東海大会】

ています。

１０５キロ級 第４位

【全国大会(岡山県開催)】
１０５キロ級 第２８位

調理部

◎第７１回国民体育大会（岩手県）
１０５キロ級 第１４位

調理部は、毎週金曜日におかしやおかずを作り、
料理の腕を磨いています。同じ材料・同じレシピ

サッカー部
＜活動内容＞
○中濃地区高校総体

で作っても、毎回グループごとに味も見栄えも違
うものができ、食べ比べをしながら、また競い合
いながら楽しく活動しています。

７月１０日（日） 於 可児高校
１回戦 東濃 ２－７ 可児工
○中池フェスティバル
８月３日（水） 於 土岐市プラズマグランド
Ｊブロック 東濃 ０－０ 羽島
Ｊブロック 東濃 ３－３ 佐織工業Ｂ（愛知）
Ｊブロック 東濃 ５－４ 土岐商Ｂ
１勝２分けでブロック２位
○Ｕ－１６地区育成大会（２月１８、１９日）

美術部
〈美術展〉
◇中濃地区高校美術展
期 間：８月１日～８月２日
場 所：郡上市総合文化センター
奨励賞 ﾏｸｼﾓ･ﾌﾛｰﾚﾝｽ 「紅葉」
◇岐阜県高校美術展
期 間：１２月４日～１２月６日
場 所：大垣市スイトピアセンター
出品 ﾏｸｼﾓ･ﾌﾛｰﾚﾝｽ 「紅葉」

◇御嵩町内学校美術部作品展

「サウンド オブ ミュージック・メドレー」

期 間：９月１９日～９月２７日

渡邉佑斗・堀江（御嵩町役場）賛助出演

場 所：中山道みたけ館 ２F

☆アンサンブルコンテスト美濃・可茂地区大会

◇赤陵祭にて入場門制作

（12/23）於 タウンホールとみか
管楽二重奏「トランペット吹きの子守歌」 銅賞

吹奏楽部

☆ソロコンテスト岐阜県大会予選

【活動内容】

千賀愛美「マドリガル」

※ 校内行事

小嶋朔菜「Eine Kline Nachat Musik」

・野球応援（7/17）

イングリッシュクラブ

・赤陵祭（10/29）
「ワタリドリ」
「友よ～この先もずっと～」
「海の声」
「君の瞳に恋してる」
賛助出演：海野生徒会長・渡邉佑斗（3-3）

＜活動報告＞
今年度は、６月に開催されたイングリッシュキ
ャンプで１・２年生の国際クラスの生徒が活躍し
てくれました。

※ 対外活動

これは、岐阜県の ALT が計画・立案して例年開

☆よってりゃあみたけ（8/6） 於 御嵩駅前広場

催しているもので、県内の英語に興味のある希望

「情熱大陸」｢友よ～この先もずっと～」｢海の声｣

者生徒が参加するものです。日本人の生徒が恥ず

「君の瞳に恋してる」

かしがっている中、英語の得意なイングリッシュ

海野生徒会長友情出演

☆御嵩町宿の市（10/2）二回公演

部の生徒がリーダーシップを取って活動を進めて

「アニー・ローリー」
「友よ～この先もずっと～」

くれました。

「海の声」
「君の瞳に恋してる」

今年の高英研主催の英語スピーチコンテストに

☆高文連吹奏楽発表会(10/16)於土岐市文化ﾌﾟﾗｻﾞ

は、ロレコ・ジーディ君、アレマニア・ハルビ君、

「友よ～この先もずっと～」
「海の声」

アンダモン・ジュン君が参加し、地区大会でロレ

「君の瞳に恋してる」渡邉佑斗(3-3)賛助出演

コ・ジーディ君が見事に優勝を果たしました。ま

☆御嵩町文化協会 15 周年記念演奏会（10/23）

た、ジュン君、ハルビ君も入賞はなりませんでし

弦楽四重奏団ダリア・カルテットの後座として

たが、８位、１０位の結果でした。残念ながら県

「ｱﾆｰ･ﾛｰﾘｰ」
「荒城の月」
「三つのわらべ歌」

大会では、入賞はかないませんでしたが、出場者

「My Hometown」ｱﾝｺｰﾙ「君の瞳に恋してる」

それぞれが練習に一生懸命取り組み、自己の英語

☆御嵩公民館秋祭(10/30)

力を伸ばそうと努力できたと思います。

於 御嵩公民館

赤陵祭と同じ全４曲
☆わいわい館感謝祭（11/23）午前午後二回公演於
御嶽宿わいわい館
「My Hometown」
「三つのわらべ歌」
「秋の童謡メドレー」
「上を向いて歩こう」

ロボコン部
＜活動内容＞
本年度は、中部大学学長杯争奪 LEGO ロボット
コンテスト 2016（CU-Robocon）に２チーム参加
しました。今回の課題は、
「ゴミのリサイクル」を
モチーフにした内容で、色の識別やブロックの出
し入れ・持ち運びなどがいくつも融合した複雑な
課題でした。難しいサプライズルールが追加され
る中、両チームともハイスコアを取り、優勝と準
優勝となり、今年も、WRO Japan 決勝大会に出
場することができました。惜しくも、世界大会ま
で進むことはできませんでしたが、
生徒たちには、
良い刺激になり、来年度に向けての目標もできた
と思います。また、本年度も、
「みたけロボットジ
ュニアセミナー」にサポートとして参加し、ロボ
ットに関心のある小中学生たちに、自分たちのロ
ボットの実演を見せることができました。

５月 ７日 CU-Robocon ルール説明・講習会
７月２９日 CU-Robocon 試走会
７月３０日 CU-Robocon 2016 大会（中部大学）
８月１７日・１８日
講座「みたけロボットジュニアセミナー2016」
でサポート（中公民館）
９月１８日 WRO Japan 2016 決勝大会
（BumB 東京スポーツ文化館）

