平成２８年度
部活動名

期日
2016/11/20
2016/10/7
2016/11/12
2016/12/17
2017/1/28

大会名
５３回飛騨駅伝
７１回国民体育大会
FUKUIスーパーレディース駅伝
朝日月例長距離競走大会
朝日月例長距離競走大会

2017/1/8 いちのみやﾀﾜｰﾊﾟｰｸﾏﾗｿﾝ
2016/9/17 岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
2016/9/17 岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
2016/4/10 岐阜県春季陸上競技記録会多治見会場兼国体選考会
2016/4/16 岐阜県春季陸上競技大会
2016/6/25 岐阜県陸上競技選手権大会
2016/7/2 岐阜県陸上競技選手権大会

陸上競技

2016/7/3
2016/7/2
2016/12/3
2016/4/2

岐阜県陸上競技選手権大会
岐阜県陸上競技選手権大会
岐阜陸協長距離記録会
岐阜陸協普及記録会

2016/5/3 県高校総体飛騨地区予選会
2016/5/20 県高校総体陸上競技
2016/7/30
2016/4/16
2016/6/4
2016/11/23
2016/11/5
2016/11/26
2016/10/2
2016/5/8
2016/6/17
2016/10/29
2016/8/26
2016/4/23
2016/10/22

全国高校総体（岡山）
第1回中京大学土曜競技会
高山市高等学校対抗陸上競技
高山市民マラソン
男子67回・女子28回岐阜県高等学校駅伝競走大会
男子第65回・女子第27回東海高校駅伝競走大会
地区高等学校駅伝競走大会
中部実業団陸上競技大会
東海高校総体陸上競技
東海高等学校新人陸上競技選手権大会
東海陸上競技選手権大会
日本体育大学長距離競技会
日本ユース陸上競技選手権大会

2016/9/4 飛騨選手権大会
2016/7/16 飛騨地区総体
2017/1/21 岐阜県高等学校サッカー新人大会

部活動の主な成績等
成績
男子２位 女子A優勝 B３位
少年共通走高跳に出場。入賞ならず。
岐阜県選抜チーム33チーム中18位本人は付き添い
男子5000ｍ 不破佑太 優勝 女子3000m 清水里菜 3位
男子3000ｍ 駒崎竜也 2位 自己ベスト
１０ｋ男子 不破佑太 ３２‘５１（４位）
５ｋ清水里菜１８‘５５（２位） 山本かれん１９‘１２（４位）
9種目に入賞東海新人大会への出場権を得た。
400m4位清水 ８００ｍ2位永田 5位駒崎 3000m障害駒崎 走高跳 中井
４＊４００リレー 6位
女子 ８００ｍ6位 田川 ３０００ｍ6位清水 ５０００ｍ競歩 2位有馬 東海大会出場
男子円盤投げ １位 ３３山下 ５０００ｍ ２位 ３E西村 ３位 ３１不破
３０００ｍ ３位 ２１永田
男子 砲丸投 3位 ３３山下
女子 ５０００ｍ競歩 2位 ２B有馬 3位 ３０二村
男子 ３０００ｍ 障害 1位 西村俊作 １００００ｍ 2位 不破佑大
女子 ５０００ｍ競歩 8位 有馬未来 東海選手権出場
男子８００ｍ 7位 永田 １５００ｍ 6位 西村 走高跳 3位 中井 砲丸投 7位 円
盤投 5位 山下 女子５０００ｍ 8位 翠尾 以上東海大会出場
男子やりなげ 予選落ち 女子１００H 予選落ち 男子４００ｍ 準決勝落ち
男子８００ｍ 女子８００ｍ 予選落ち
男子５０００ｍ 自己新記録3名女子３０００ｍ 自己新記録2名
男子円盤投 砲丸投 １位 ３３ 山下怜
男子１００ｍ 水口和哉 ４００ｍ 清水龍二 １００H 中井翔輝 走高跳 池 貴成
女子２００ｍ 坂口莉彩 ３０００ｍ 清水里菜 走高跳 萱垣亜純 砲丸投 山口遼
全員1位 他入賞多数
男子総合 ６位 男子3000m障害 2位 西本俊作 4＊400ｍリレー 2位
走高跳 1位・八種競技 4位 中井翔輝 砲丸投 6位・円盤投 4位 山下怜
女子 やり投げ 6位 山口栞 東海大会出場
走り高跳びに出場。予選通過ならず。
男子 ８００ｍ 1名 ３０００ｍ 1名 女子 ８００ｍ 3名 １５００ｍ 4名
男子総合優勝 女子総合3位 入賞多数
男子 ５K ２E 駒崎竜也 ３K ２５ 清水里菜 優勝
男子6位、女子4位 東海駅伝大会出場権獲得
男子18位、女子19位
男子総合２位 ２’２８’２８ 女子総合優勝１’２２’２６
高校男子 ４×100リレー 第5位
男子 走高跳 6位 ２H 中井 翔輝（全国総体への出場権獲得）
男子３０００ｍSC ２E駒崎竜也３位 １１田中悠大１１位
入賞無し
男子５０００ｍ 西村（３E）１５‘２０ 不破（３１）１５‘３６ ともに自己新記録
ユース 走高跳 １７位
400ｍ 清水１位 １５００ｍ 永田１位 ３０００ｍ 駒崎１位
走り高跳び 中井１位 円盤投げ 山下１位 女子４×１００ｍリレー １位
男子総合1位 女子総合3位
大垣工業と対戦 ０－７で敗戦

2016/7/23
2016/8/21
2016/8/27
2016/11/6
2016/11/12
2016/11/19
2016/4/17
2016/4/23
2016/4/29
サッカー

Gリーグ
Gリーグ
Gリーグ
岐阜県高校サッカー新人大会飛騨地区予選
岐阜県高校サッカー新人大会飛騨地区予選
岐阜県高校サッカー新人大会飛騨地区予選
岐阜県高校総体サッカー競技 飛騨地区予選
岐阜県高校総体サッカー競技 飛騨地区予選
岐阜県高校総体サッカー競技 飛騨地区予選

2016/5/1 岐阜県高校総体サッカー競技

飛騨地区予選

2016/5/21 県総体サッカー競技2回戦
2016/5/14 全国高校総体サッカー競技県予選
高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１６
2016/7/2
（Gリーグ）

岐阜県リーグ

2016/8/14 飛騨サッカーフェスティバル

硬式野球

2016/7/16
2016/7/9
2016/7/16
2016/7/18
2016/9/4
2016/4/10
2016/4/16
2016/8/11
2016/8/13
2016/8/14
2016/8/16
2016/7/17
2016/11/5
2016/11/6
2017/1/22

飛騨地区総体
飛騨地区総体サッカー競技
飛騨地区総体サッカー競技
飛騨地区総体サッカー競技
秋季岐阜県高等学校野球大会
春季岐阜県高等学校野球大会
春季岐阜県高等学校野球大会
春季中濃飛騨地区高校野球大会
春季中濃飛騨地区高校野球大会
春季中濃飛騨地区高校野球大会
春季中濃飛騨地区高校野球大会
全国高校野球選手権大会岐阜予選
第2回岐阜県農業高等学校野球大会
第2回岐阜県農業高等学校野球大会
田尻賢誉氏講演会

2016/5/7 飛騨地区高等学校野球優勝大会
2016/11/5 恵那城陵杯
2016/10/14 岐阜県高等学校新人大会ソフトテニス競技
2016/10/9 岐阜県ソフトテニス選手権大会
2016/5/13 県高校総体ソフトテニス競技（個人・団体）
2016/5/29 国体飛騨地区予選会（ソフトテニス競技）
2016/7/23 国体予選少年の部二次選考会
女子ソフトテニス

2016/8/8 新進大会
2017/3/11 第10回下呂温泉ソフトテニスカップ
2016/7/30 第19回飛騨カップ県高校女子ソフトテニス大会
2016/7/16 飛騨地区総体

大垣商業高校と対戦し、1対０で勝利。
本校 対 岐阜工業 0対１１
冨田高校と対戦。2対2で引き分け。
飛騨神岡高校と対戦２－１で勝利。準決勝進出。
高山西高校と対戦４－３で勝利。決勝戦、県大会出場を果たす。
斐太高校と対戦 ０－２
飛騨高山高校 対 高山工業 0－0
飛騨高山高校 対 高山西 4－0
飛騨高山高校 対 飛騨神岡 ２－０
飛騨高山高校 対 吉城 ２－２
5／3に決定戦を飛騨高校と行う。（０対１）地区３位で県大会出場
飛騨高山高校 対 各務ヶ原 0－４ 敗退
飛騨高山高校 対 大垣日大 ４－３
飛騨高山高校

対

岐阜北高校

７－１

対岐山（1-1）、対岐山B（0-1） 対金沢北陵（1-3）、対中部大（2-5）
対各務原（0-5）、対大垣養老（1-2） 対大垣西（1-1）
吉城高校に1対０で勝利。
飛騨神岡高校と延長の末勝利（2-1）
吉城高校に１対０で勝利、決勝戦進出を決めました。
高山西高校に4対１で勝利 二年連続優勝を獲得
１回戦 本校 対 加納 ３－６
飛騨高山高校 対 岐阜工 ８－４
飛騨高山高校 対 大垣商 ３－４
本校 対 美濃加茂 3-10
本校 対 東濃 11-1
本校 対 飛騨神岡 5-2
本校 対 益田清風 6-2
本校初戦 本校 対 大垣商業 6-15
本校ー郡上（６－０） 本校ー岐阜農林（５－０）
本校ー大垣養老６－２ 優勝
予定通り全員参加
飛騨高山高校 対 益田清風 4－1
飛騨高山高校 対 斐太 7－6 優勝
予選リーグ 高山ー多治見北 ２－１ 高山ー浜松修学舎１－２
2位トーナメント ２－０ 高山ー岐阜各務野０－２
団体戦 一回戦敗退 本校対中津（１－２）
個人戦 古本木・戸口ペア３回戦進出 ベスト３２（室内大会出場）
古本・木戸口 ３－４ 大西・大洞（県岐商） 河合・岩本 ０－４ 浅井・渡部（鶯谷）
団体戦 2回戦進出
個人戦 2回戦進出 古本・木戸口 1回戦進出 手綱・岩本 谷倉・道下
ベスト8 古本・岩本ペア 河合・木戸口ペア
国体二次選考に進出
一回戦
古本岩本 １－４ 増田水野（県岐商） 河合木戸口 ０－４ 山下羽生（各野）
予選リーグ突破 古本・木戸口 河合・岩本
決勝トーナメント 河合・岩本 古本・木戸口 二回戦
予選リーグ 対 長良 ２－１ 対 益田清風 １－２ 対 中津商業 ０－３
予選リーグ 飛騨高山ー磐田北２－１ －一宮興道１－２ －恵那Ａ２－１
一位トーナメント 県岐商０－３
第二位

2016/4/29 飛騨地区ソフトテニスインターハイ予選
2016/9/3 飛騨地区予選個人戦（ソフトテニス競技）
2016/12/24 岐阜県高校室内大会

ソフトテニス競技・個人戦

2016/8/4 ヨネックス・ギフカップ
2016/10/15 岐阜県高等学校新人大会
2016/10/16 岐阜県高等学校新人大会

男子ソフトテニス

2016/5/15
2016/5/14
2016/7/23
2016/5/28
2016/8/9
2016/8/10
2016/7/16
2016/4/23
2016/9/3

県高校総体ソフトテニス競技（個人）
県高校総体ソフトテニス競技（団体）
国体二次選考会
国体飛騨地区予選会（ソフトテニス競技）
新進大会
新進大会
地区総体ソフトテニス競技
飛騨地区インターハイ予選
飛騨地区予選個人戦（ソフトテニス競技）

2017/1/14 県高校新人大会
女子バレーボール

男子バスケット

2016/5/21
2016/10/29
2016/12/10
2016/7/16
2016/4/29
2016/10/16
2016/10/30

男子バレーボール

2017/1/14
2016/5/8
2017/1/27
2016/12/11
2016/10/15
2016/10/22
2016/10/23

飛騨地区予選

県高校総体バレーボール競技
全日本バレーボール高等学校選手権大会
全飛高校選手権大会
飛騨地区総体
岐阜県高校総体バスケットボール競技飛騨地区予選
岐阜県高等学校バスケットボール選抜大会
69回全日本バレーボール高等学校選手権大会岐阜県代
表決定戦
県高校新人大会バレーボール競技 飛騨地区予選会
県高校総体飛騨地区予選バレーボール競技
岐阜県高等学校新人バレーボール大会 兼 東海高等学
校バレーボール新人大会岐阜県予選
全飛選手権大会
県高校選抜バスケットボール大会
県高校選抜バスケットボール大会
県高校選抜バスケットボール大会

2016/5/21 県総体バスケットボール競技
女子バスケット

2016/4/29 県総体飛騨地区予選
2017/1/27 岐阜県高等学校新人大会
2017/1/20 県新人大会
2017/1/14 県新人大会飛騨地区予選
2016/12/18 高山市選手権大会
2016/7/16 飛騨地区総体
2017/1/14 岐阜県選抜ハンドボール選手権大会
2016/5/14 県高校総体ハンドボール競技
2016/5/21 県高校総体ハンドボール競技

ベスト４ 古本・木戸口 ベスト１６ 河合・岩本、道下・谷倉 県大会出場
準優勝 古本・木戸口 ベスト８ 河合・岩本 ベスト１２手綱・道下 県大会出場
１回戦 古本・木戸口 対 小岩・西野 ４－３（大垣商）
２回戦 古本・木戸口 対 高木・杉原 ２－４（鶯谷） ベスト１６
ベスト４
団体戦 本校 対 長良 1対２
小林・洞田 ２回戦進出（対 若月・佐藤０－４）
北村・細江 2回戦進出（対 丹羽・中村３－４）
1回戦出場 細江・小倉 北村・天池 2回戦進出 中島・田口
飛騨高山高校 対 岐阜東 1－２ （敗退）
1回戦敗退
ベスト８ 北村・細江 国体二次選考会出場権獲得
7ペア出場し１ペアが10日の決勝トーナメントに進出。
小林・洞田対岐山高校３－４
第四位
細江・小倉 中島・田口 北村・天池 ベスト１６県大会出場
ベスト８ 北村・細江 ベスト１２小林・洞田 県大会出場
１回戦 対 高山西（２－０） ２回戦 対 吉城（２－０）
３回戦 対 益田清風（０－２） 準優勝 県大会出場決定
飛騨高山高校 対 大垣養老 0－２ 敗退
１回戦 本校 対 本巣松陽（１－２）
12/10 リーグ戦 2位 12/11 トーナメント戦 3位
リーグ戦 3勝2敗 3位 トーナメント2位
79-53で高山工業に敗れる
各務原西ー飛騨高山 87-60
本校ー郡上

０-２

対 高山工業
飛騨高山高校

２－１ 対 益田清風
対 斐太 0－２

対

１－２

長良高校

２－１

県大会出場決定

第一試合 対 益田清風 （２－０）対 高山工業（２－１）対 斐太（２－１）
１回戦 本校 対 多治見工業（123-38）
２回戦 本校 対 大垣養老（89-61）
３回戦 本校 対 県岐商（43-91）
飛騨高山高校 対 加茂 69－34
飛騨高山高校 対 岐阜女子 31－149 2回戦進出
飛騨高山高校 対 吉城 0－0 飛騨高山高校 対 益田清風 90－71
地区一位として県総体に出場
ブロック決勝 対 岐阜女子 14-124 5位決定戦
対 岐阜農林 66-71 ベスト８
対関商工 ６４－５５ 各務原 ８４－７２ ベスト８ブロック決勝へ進出
対 斐太 ７５－２４ 対 高山西 ５６－９３ 地区二位として県大会出場
１回戦 本校 対 一般 ５２-３８
２回戦 本校 対 高山西 ２８-５２
2回戦 本校対斐太 70対36 決勝
本校対高山西 54対93
１４日 対 可児高校（４６－４） 対 長良高校（２７－１５）
１５日 対 県立岐阜商（２８－８） 優勝
二回戦からの出場、各務ヶ原に３４－８で勝利、3回戦は県岐商に２１－８で勝利
決勝戦 飛騨高山高校 対 長良 ２４－１３ インターハイ出場権獲得

国民体育大会37回東海ブロック大会ハンドボール競技
会兼代７１回国民体育大会東海地区予選会
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
2016/7/30
記念杯第６７回全日本高等学校ハンドボール選手権大会
2017/2/3 第４５回東海高等学校ハンドボール選手権大会
2016/8/18

ハンドボール

2016/6/17 東海総体ハンドボール競技

バドミントン

スキー

岐阜選抜として愛知戦で38-11、三重戦で19-12で負け、静岡戦で25-14で勝ち、第三位と
いう結果で本国体出場をのがした。
第一回戦 東京都代表俊成学園に前半３－１６、後半に１２－１１最終結果１５－２７で敗
退。
対 四日市商業 ２７－１５ 県立岐阜商業 ２２－１０ 全国大会出場（３位抜け）
18日一回戦シードのため、二回戦より、暁高校に20-15で勝利、19日準決勝で清水桜丘高校
に20-6で勝利、名経大市邨高校に13-21で敗退。準優勝。
一回戦シードにより、決勝戦を斐太高校と対戦 ２８対６で勝利。優勝

2016/7/9 飛騨地区総体
岐阜県高等学校新人ハンドボール大会兼第４０回全国高
対 大垣東高校 ３３－１０ 対 冨田高校 ２２－１３
2016/12/25 等学校ハンドボール選手権大会岐阜予選会兼第４０回全
対 県岐阜商 １８－１０ 新人戦優勝 東海大会の出場権獲得
国高等学校選抜ハンドボール選手権大会岐阜県予選会
四天王寺高校、洛北高校、高松商業高校、神戸星城高校、市邨高校、四日市商業、今治東高
2016/4/29 北國カップ
校、飛騨高山高校、水海道第二高校、福井商業高校、高岡向陵高校、小松市立高校、小松商業
高校で練習ゲームを行った。
2017/2/18 岐阜県高校生バドミントン大会
女子ダブルス 中畑・新井優勝 澤田・愛知準優勝
2016/11/3 岐阜県高等学校新人大会バドミントン競技
１回戦 大垣南 ３－０（女子団体） ２回戦 県岐商 ０－３
2016/4/24 岐阜県高等学校総合体育大会飛騨地区予選（個人）
谷口・稲味組 地区3位 県大会出場
2016/10/23 岐阜県高等学校バドミントン大会飛騨地区予選
女子S ３位稲味 女子D 稲見・愛知 ４位中畑・澤田
2016/10/16 岐阜県高等学校バドミントン大会飛騨地区予選団体
男子５位 女子２位
2016/10/16 岐阜県高等学校バドミントン大会飛騨地区予選団体
男子５位 女子２位
2016/7/30 岐阜県バドミントン選手権大会
女子B 川原3位 稲味三勝 男子 坂谷ベスト16
2016/5/28 県高校総体バドミントン競技（個人）
vs 県岐商 （０－２）（谷口・稲味組）
2016/5/14 県高校総体バドミントン競技（団体）
飛騨高山高校 対 郡上 3-1
飛騨高山高校 対 高山西 1-3
男子団体ABチーム1回戦出場
2017/2/4 第61回岐阜県高校生バドミントン大会（団体）
女子団体Aチーム3回戦（対 長良A）１－２ Bチーム2回戦（対 池田A）0－3
女子シングルス 1部 稲味優勝 15クラス中畑 2位
2016/9/11 高山市中高生バドミントン選手権大会
女子ダブルス2部 15加賀・１Ｈ清水組2位
2016/7/16 飛騨地区総体
男女とも団体1対３（対 斐太高校） 初戦敗退
2016/7/16 飛騨地区総体
男女とも団体1対３（対 斐太高校） 初戦敗退
ＡＬ
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
岩手国体
2016/2/15
年男子 西本66位 リレー15位
女子 フリー 橋本２位 クラシカル 優勝
2017/1/14 岐阜県国体予選会
男子 フリー 西本 ４位 幅上 ５位
クラシカル 西本 優勝 幅上 ３位 青木 ４位 ４名国体出場
少年男子クラシカル 42位 西本 75位 幅上 83位 青木
2017/2/12 国民体育大会
少年女子クラシカル 31位 橋本
男子
クラシカル・フリー２１西本（優勝） クラシカル３位・フリー２位 幅上
2017/1/16 全国高校スキー大会岐阜県予選会
女子 クラシカル・フリー２２橋本（優勝）
１０ｋｍフリー
西本49位 幅上90位 青木135位
１５ｋｍクラシカル 西本56位
2017/2/23 全国高等学校選抜スキー大会
１．２ｋｍスプリント 西本 61位 幅上 130位 青木 132位
橋本 ５ｋｍフリー １５ｋｍクラシカル 38位 34位 １．２ｋｍスプリント 47位
XC 男子 １０ｋｍ
フリー 34位 西本 77位 幅上
2017/1/29 第66回全国高等学校スキー大会
クラシカル ８１位 西本 １０２位 幅上 １１６位 青木
XC 女子 ５ｋｍ フリー ２６位 橋本 クラシカル ３３位 橋本
男子準優勝賞 幅上（１H） ３位 西本（２２） ５位 青木（１E）
2017/1/7 岐阜県高等学校新人スキー大会
女子優勝
橋本（２２）
下畑 ＳＧ85位 ＧＳＤＦ ＳＬＤＦ
川嶋
32位
62位
62位
2017/3/15 第29回全国高等学校選抜スキー大会
三島
44位
ＤＦ
ＤＦ
岡田
74位
66位
39位
１戦目SL 男子 下畑２位 女子 岡田１位 三島４位 川島６位
2017/1/18 岐阜県高等学校新人スキー大会
２戦目 男子 下畑１位 女子 岡田２位 三島４位 川嶋５位

男子 下畑 ５位 女子 今井 １位 岡田 ３位
３名の生徒が出場権を得ることができた。
国民体育大会
少年男子GS 下畑30位 少年女子GS 今村10位 少年女子GS 岡田67位
スーパーG1戦目
全日本ジュニアスキー選手権選手権大会スピード系
今村 11位 三島 50位 川嶋 48位 中畑 109位
スーパーG2戦目 今村 20位 三島 50位 川嶋 51位 中畑 106位
男子 下畑（GS４位 SL１位 ）
第６６回全国高校スキー大会岐阜県予選会
女子 今村（GS１位 SL１位） 岡田（GS３位 SL３位）
以下インターハイ出場権獲得
AL 男子 GS 51位 下畑 SL ３１位 下畑
XC 男子 １０ｋｍ フリー 34位 西本 77位 幅上
クラシカル ８１位 西本 １０２位 幅上
第66回全国高等学校スキー大会アルペン
XC 女子 ５ｋｍ フリー ２６位 橋本 クラシカル ３３位 橋本
AL 女子 GS 今村 ２９位 岡田 ９３位
SL 今村 １４位 岡田 ６７位
全日本卓球選手権大会県予選
清水、平田、今井、直井2回戦進出
男子 今井 シングルス優勝 中川 シングルスベスト８
TSP杯争奪第27回高山オープン卓球大会
女子 土川 シングルスベスト８
岐阜県高校生新人卓球大会
男子団体ベスト１６
女子団体3位
男子 ２E 今井 シングルス 今井・平田（２H） ダブルス
岐阜県高校総体卓球競技（個人）飛騨地区予選
女子 ２２ 田上、２４直井、２５土川 シングルス予選通過
岐阜県高校総体卓球競技（団体）飛騨地区予選
男子3位 女子3位
県高校総体卓球競技（団）
男子ベスト１６ 女子1回戦敗退
男子 シングルス 今井 2回戦 ダブルス 今井・平田 2回戦
県高校総体卓球競技（単・複）
女子 田上 直井 土川 一回戦敗退
全日本卓球選手権大会 ジュニアの部飛騨地区予選会
今井 井畑 ベスト8 清水 武藤 橋川 平田 田上 直井 土川 ベスト３２
第38回飛騨杯争奪卓球大会
男子ダブルス 今井・武藤ベスト８
男子シングルス 今井 ベスト８ 清水 ベスト１６
第４０回飛騨卓球選手権大会
女子シングルス 田上 ３位 直井・土川 ベスト８
女子ダブルス 土川・田上２位
男子ベスト１６ ３２清水 ６４ 今井 平田
第４４回全国高等学校選抜卓球大会 県予選
女子ベスト６４ 土川 田上 直井 白川
第56回東海卓球選手権大会
出場
第8回乗鞍杯高山オープン卓球大会
女子個人土川ベスト8
男子団体 3位（今井・平田・清水） シングルス3位（今井・平田）
第41回高山春季卓球大会
女子 団体 優勝（田上・土川・直井） 3位（野澤・白川・石橋）
ダブルス準優勝（田上・土川） シングルス優勝（土川）
男子団体２位 女子シングルス直井 １位 田上２位
高山クラス別卓球大会
ダブルス 土川・田上１位 団体１位
中部日本卓球選手権大会
直井 対 中薗 ０対３
中部日本卓球選手権大会県予選
女子 直井 予選通過 ほか予選敗退
東海卓球選手権大会県予選
女子４名出場
飛騨地区高等学校卓球選手権大会
男子 今井 単 ５位 女子 土川 単 ２位 田上 単 ５位
飛騨地区総体
男子団体３位、女子団体２位
岐阜県高等学校新人卓球大会 学校対抗の部 飛騨地区
男子団体準優勝 女子団体準優勝
予選
岐阜県高等学校新人卓球大会
学校対抗の部 飛騨地区
男子 1回戦 岐阜聖徳
2回戦 大垣工業 女子 1回戦 県岐商 負け
予選
飛騨高山広元杯卓球大会
１３清水 １H大坪 ２回戦
女子団体 1回戦３－1大垣日大 2回戦０－５中京（敗退）
IH予選岐阜県大会（単・団）
男子個人 橋場・宮川２回戦敗退
男子団体 飛騨高山高校 対 可児 １－２1回戦敗退
IH予選岐阜県大会（男子団体・女子個人）
女子個人 西本3回戦敗退 中畑2回戦敗退
岐阜県剣道選手権大会
男子個人 橋場 3回戦敗退 女子個人 中畑 2回戦敗退

2017/1/13 岐阜県国体予選会
2017/2/12
2017/2/23
2017/1/16

2017/1/30

2016/11/13
2016/5/4
2016/8/9
2016/4/29
2016/4/29
2016/5/14
2016/5/21
2016/8/6
2017/3/19
2016/12/25
卓球

2017/1/7
2016/11/3
2017/3/26
2016/6/19
2016/12/23
2016/7/16
2016/6/5
2016/8/21
2017/2/11
2016/7/9
2016/10/22
2016/11/19
2016/10/10
2016/5/21
2016/5/28
2016/7/2

男子一回戦 岐阜工 ３－０ 2回戦 岐阜高 １－０
3回戦 冨田 １－３
ベスト１６ 女子二回戦 １－４済美
団体 男子 三回戦敗退ベスト１６ 女子 １回戦敗退（対 麗澤瑞浪）
2016/11/19 岐阜県高等学校新人大会
個人戦 ２１橋場 ２B小萩 １回戦敗退 ２２中畑 ２B宮川 ２回戦敗退
2016/12/18 第25回工芸杯剣道大会
男子予選リーグ2位通過 決勝トーナメント1回戦 ０－４ 塩尻志学館
第26回全国高等学校剣道選抜大会兼第3回東海高等学校 男子 1回戦 岐阜城北 ３－１ 2回戦 武儀 ５－０ 3回戦 郡上 １－２ 3回戦出場
2017/1/28
剣道選抜大会
女子
2回戦 関 １－２ 2回戦出場
2016/12/10 高山市長旗争奪全国選抜剣道大会
市長旗杯 男子2回戦敗退 女子1回戦敗退
女子個人の部 ３０西本瑞歩 準優勝
2016/4/17 飛騨地区剣道大会
中畑（20）、橋場（21）、小萩（2B）、宮川（2B）は1回戦敗退
男子団体準優勝 女子団体４位
2016/7/16 飛騨地区高校総体剣道競技
男子個人橋場、宮川一回戦敗退 中畑亜準優勝 中畑穂一回戦敗退
団体戦 男子２位（県シード獲得） 女子３位
2016/10/29 飛騨地区高等学校剣道新人大会
個人戦 男子 宮川・小萩・橋場 ベスト８、朝山１回戦敗退
女子 ２１中畑２位 県大会出場 ２０中畑、中谷 １回戦敗退
2016/5/29 県高校総体弓道競技（個人戦）
３０平坂 決勝進出 ３E田中 二回戦進出 ２０小木曽 2回戦進出
2016/6/11 国体選手一次選考会
３０平坂 ２０射8中 一次選考会で落選
2016/10/29 全国高校弓道選抜大会岐阜県予選
22 殿垣 予選敗退 24 山下弧美
男子団体 ３６射中１２中、女子団体３６射１４中 個人の部２B岩田、２２殿垣、２４山下
2016/10/15 全国高校弓道選抜大会飛騨地区予選
県大会参加資格を得た。
2016/10/30 全国高等学校弓道選抜大会岐阜県予選大会個人決勝
２B岩田 ８射３中で予選敗退
2016/8/28 高山市民体育大会
Ａチーム ベスト8 Ｂチーム 予選敗退
男子A ３６射１３中 井ノ下１２射４中 女子A ３６射２４中（１位）
2016/10/8 飛騨地区秋季弓道大会
女子のうち、小木曽、殿垣、澤田が決勝進出。殿垣が２位
男子団体 予選敗退 女子団体 決勝トーナメント敗退(準決勝)
2016/7/18 飛騨地区総体弓道競技
男子個人予選敗退 女子個人２０小木曽 3位
女子団体40射９中地区三位
2017/1/28 県高校新人大会飛騨地区予選会
団体個人ともに2月4日、5日の県大会に出場
2016/5/22 県総体柔道競技
33 塚越 ６０ｋｇ級 2回戦敗退 11 福本 60ｋｇ級 1回戦敗退
33 塚越 ６０ｋｇ級 優勝 県出場 11 福本 60ｋｇ級 ４位 県出場
2016/4/24 全国東海高校総体柔道競技個人戦飛騨地区予選
32 本城 60ｋｇ級 初戦敗退
岐阜県高等学校総合文化祭、第54回岐阜県高等学校吹
2016/11/6
3曲の演奏。
奏楽発表会
2016/8/12 岐阜県吹奏楽コンクール
高等学校Ｂ編成の部に出演。13校が出演した。銀賞であった。
2016/7/24 岐阜県吹奏楽コンクール 美濃・飛騨地区予選
金賞を受賞し、8/12に行われる県大会に進出することが決まった。
予選会を経て代表となった２２人による県大会が行われた。サクソフォンで西が金賞を受賞
2017/2/19 個人・重奏コンテスト個人の部岐阜県大会
中部日本大会本選出場決定。
岐阜県代表として本大会に参加。アルトサックスのための小さなちゃるダッシュを演奏、銀賞
2017/3/26 第29回中部日本個人・重奏コンテスト本大会
を受賞。
フルート三重奏クラリネット四重奏サキソフォン五重奏金管三重奏、金管八重奏、打楽器六重
2016/12/18 第４９回岐阜県アンサンブルコンテスト飛騨地区大会
奏にエントリーした。銀賞３銅賞３
2016/7/16 飛騨地区吹奏楽コンクール
高等学校Ｂ編成の部に出演。市議会議員賞を受賞。
2016/11/6 岐阜県総合文化祭高校演劇飛騨地区合同公演
合同公演の実施
2016/7/17 地区総体
奨励賞
2016/12/23 中部日本高等学校演劇大会
４校の作品を鑑賞した。
2017/3/20 飛騨高山高等学校演劇部自主公演
自主公演を実施。
2016/10/15 愛知トリエンナーレ２０１６
参加生徒１１名、欠席２名
2016/12/18 工芸とデザインの境目展、トーマスルフ展見学
展覧会を見学し、次の創作に向けてよい刺激となった。
2016/11/3 高山市美術展覧会
市長賞 ２１田中 入選 ２０牧田 市展賞２２木村 佳作２０東田 入選１２阿部
2016/11/8 岐阜県高等学校総合文化祭 美術・工芸展
22 木村（優秀賞） １H 古田（入選）
2017/2/4 朝日大学簿記教育研究会
日商簿記検定直前対策の演習問題を行ってきました。
2016/8/5 岐阜県高等学校生徒商業研究発表会
12校中8位
2016/8/11 岐阜県高等学校剣道大会

剣道

弓道

柔道

吹奏楽

演劇

美術

2016/9/3 岐阜県高等学校ワープロ競技大会
2016/9/10 京都西陣織研修会
2016/10/1
2016/10/22
2016/6/12
2017/2/12
商業研究

新高山駅東西自由通路完成記念イベント
全国お茶まちづくりカレッジIN宇治
第5回飛騨高山ウルトラマラソン
高山市議会「高校生との意見交換会」

2017/3/20 西陣織研修会
2016/6/11 西陣織研修会（第二回）
2016/8/20 ふるさと夏祭り
2016/8/30 ふるさと夏祭り
2016/8/1 本町納涼夜市
2016/7/30 山高朝市実習
2016/11/4 東海地区高等学校商業実務競技大会
2016/5/14 西陣織研修会

ワープロ

コンピュータ

インターアクト・ユネスコ

華道
茶道
琴・三絃
文芸部

書道

2016/9/3
2016/6/4
2017/2/4
2016/6/4
2016/9/3
2016/11/4
2017/2/11
2016/10/1
2016/11/6
2016/8/7
2016/12/10
2016/5/27
2016/9/9
2016/5/8
2016/8/9
2016/11/12
2017/3/12
2016/8/7
2017/3/19
2016/11/20
2016/10/23
2016/6/16
2016/10/8
2016/9/18
2016/8/16
2016/4/1
2017/1/28
2016/4/29

岐阜県高等学校商業実務競技大会ワープロの部
全国高校ワープロ競技県予選
第31回岐阜県高等学校新人ワープロ競技大会
岐阜県高等学校情報処理競技会
岐阜県高等学校商業実務競技大会情報処理の部
東海地区高等学校商業実務競技大会
第一回高等学校新人情報処理競技大会
新高山駅東西自由通路完成記念イベント
第３１回飛騨地区IAC合同研修会
第39回インターアクト年次大会
ユニセフハンドインハンド募金
例会派遣
例会報告
いけばな池坊巡回講座
華道家元池坊 生け花体験
表千家而妙斎宗匠喜寿の茶事を訪ねる跡見展
雫宮祭
陣屋演奏会
飛越ふるさと芸能歌謡祭
飛騨高山文化芸術祭こだまーれ 市民祭り
岐阜県高等学校文芸部交流会
岐阜県青少年美術展
岐阜市美術展覧会（一般の部）
岐阜女子大学全国書道展
全日本高校・大学生書道展
第３２回成田山全国競書大会
第３３回飛騨地区高等学校書道展
第4回小学生バレーボール交流大会さるぼぼかっぷ・開
会式
第5回飛騨高山ウルトラマラソン 春慶塗楯の筆書き・
2016/6/4
横断幕作成

簿記の部１１位 珠算 リレー競技３位（東海実務競技大会出場）
生徒から賞金企画説明を行ったうえで、専門家の皆様からご意見をいただいた。資金面につい
ては飛騨信用組合よりクラウドファンディングの提案をいただいた。
アイスクリーム206個、荏胡麻茶20袋完売
荏胡麻茶商品化の意義を発表し、ブースにて試飲と販売を行った。好評。
会場でアイスクリームの販売を行った。280個完売した。
温泉文化を極める、１８歳選挙権について。
西陣織の記事を活用したサルぼぼ商品開発について市場テスト用の生地提供をいただき、簾型
カーテンについては、コスト計算を行い今後のスケジュールについて検討した。
西陣織を持ちて商品化したい製品やデザインのイメージを発表。それに対するアドバイスをう
かがった。
出店協力
障がい者の皆様と荏胡麻の葉の共同摘み取り体験を行った。飛騨市長が見えて荏胡麻ビジネス
の必要性や特徴の説明をした。
二日間でアイスクリームを290個売り上げた。
30日24クラス4名、33クラス7名、３１日24クラス9名
珠算の部 １９位
西陣織の歴史と産業構造、体験を通じて先染加工の方式などを学んだ。次回に向けての課題は
商品のアイデアの立案である。
団体８位 磐下（正確賞）
団体5位 個人10位入賞 小瀬木（３３）
団体9位 個人1年4位 佐藤由菜
飛騨高山8位
団体７位 個人 脇谷（上表処理の部上級優勝：東海大会出場）
情報処理の部 脇谷光 ９１位
団体６位
地元キャラに入りイベントを行った。
NHK制作局経済社会情報番組部ディレクターの講演を聞く。
年次大会に参加し、インターアクト部員と交流を行った。
コープギフト共同でフレスポにて募金活動を行う。
例会にて活動報告
例会において第39回の年次大会の報告を行った。
当講座に参加。デモンストレーション、生徒参加型の講義もあり、有意義であった。
予定通り研修を受けた。
参加生徒20名 表千家の茶具を見学。
予定通り実施
三曲演奏し、観客を前にして演奏を行った。
予定通り飛越ふるさと芸能歌謡祭に出演し、長唄の極や民謡など８曲演奏した。
市民祭りに参加 ７曲演奏
岐阜県文芸部交流会
優秀賞 野尻 入選 吉田
３５ 玉腰「奨励賞」入賞。 他9名「入選」、１名「選外」、栗谷未出品
加藤侑奈「岐阜教育委員会賞」 中谷実優「書道展賞」 団体「第十五回記念賞」
6名が入賞 展賞 ３４野尻、永井、吉田 優秀賞 ３０細江 山下 ３２加藤
30細江「読売賞」優秀賞に入賞。
搬入搬出や講評会など日ごろ学べないことを多く学ぶことができた。
開会式で書道パフォーマンスを行った。
楯と横断幕の制作、無事に終了し高山市に納品。

書道
2016/10/3
2016/9/23
2016/11/3
2016/7/23
2016/10/19

高山市芸術振興激励金交付式
高山市制施行80周年記念式典商品の筆耕
高山市美術展
ふれあい夏祭りパフォーマンス
岐阜県高等学校総合文化祭

2016/11/26 大東文化大学全国書道展

太鼓

2016/10/16
2016/11/13
2016/10/30
2016/6/4
2016/9/11
2017/1/14
2016/11/4
2016/5/29
2016/10/23
2016/9/10
2016/10/16
2016/10/2
2016/10/15
2016/10/16
2016/7/31
2016/6/12
2016/11/3

動物研究

園芸ボランティア
フラワーアレンジメント

環境リサーチ

将棋

水泳

2016/10/29
2016/12/12
2017/2/5
2016/8/20
2016/10/28
2016/10/12
2016/4/20
2017/1/17
2016/7/18
2016/8/11
2016/10/15
2016/4/23
2016/5/1
2016/10/15
2016/11/3
2017/1/31
2016/5/5
2016/5/22
2016/10/16
2016/6/25
2016/8/27
2016/7/22
2016/7/22

JAひだ農業まつり
岐阜県高等学校総合文化祭民俗芸能発表会
岐阜県太鼓まつり・ジュニアコンクール岐阜県予選会
国府小学校親子芸術鑑賞会
寿楽苑 敬老会
第32回岐阜県農業高等学校ブラジル会総会
小さな親切実行賞贈呈式
泣き相撲飛騨高山場所
飛騨清見紅葉祭り
飛騨美濃味祭り
みなみふれあい文化祭
無垢の魂・癒しの一刻
JAひだ農業まつり
JAひだ農業まつり
愛玩動物管養管理士スクーリング
家畜審査競技学習会
岐阜県高等学校総合文化祭25回 自然科学系部活動研
究発表会
岐阜県畜産共進会
岐阜市食肉地方卸売市場見学
高校生サイエンスフェスティバル
里馬の森から上映会
全国和牛能力共進会岐阜県選抜会
高山市畜産共進会
天下一青年部共進会
和牛改良研究会
高文連自然科学部会発表会
ひだおとめ販売会
JAひだ農業まつり
荒城農業小学校ボランティア
環境調査
木とことフェスタ
自然科学系部活動活動研究発表会・交流会
中部森林技術交流発表会
野生動物に出会うガイドウォーク
全国高校将棋選手権大会岐阜予選
全国高等学校文化連盟将棋新人大会岐阜県大会
IH県予選水泳競技
岐阜県高等学校新人水泳競技
東海高校総体水泳競技
東海高校総体水泳競技

西倉副市長と本校書道部について対談。
14日に筆耕、10月15日に広報高山に掲載される。
14新田「高山市文化協会長賞」 15渡瀬「佳作」 入選９名、１名選外
オープニング パフォーマンスで看板 大型パネルを作成した。
３５ 玉腰「優秀賞」入賞。
団体「審査員奨励賞」（１１位） 個人「学長賞」入賞（全国５位）３０細江
優秀指導者（竹原） 「推薦賞」３名
よく晴れてお客さんも多かった。
昨年と変わらず４位
たむアウトにならず演奏できた。入賞は逃したが、県大会に向けてのよい経験になった。
国府小学校PTA主催の会に演奏に行きました。
天候にも恵まれ全員で参加
前夜から雪が降り続きましたが、何とか多くのお客様の前で演奏することができた。
地域の老人施設や地域のイベント出演などを評価された・
今年最初の太鼓演奏で部員も緊張していたが、良い経験となった。
天候に恵まれ、多くのお客様に演奏を見ていただくことができた。
オープニングセレモニーとイベント演奏に参加。
風邪をひいている生徒が数名いた。演奏後１名は堀先生が駅まで送り、１名は保護者に連絡し
た。
ジュニアコンクール大会に向けて舞台での演奏で部員たちも手ごたえを感じていた。
飛騨山葡萄研究会の皆様と山ブドウの宣伝および、本校で製造した山葡萄ジャムの紹介
飛騨山葡萄研究会の皆様と山ブドウの宣伝および、本校で製造した山葡萄ジャムの紹介
愛玩動物に関する講習会を受けた。
三頭の牛を借用し、審査の学習をした。
牛班

特別賞

班

奨励賞

入賞多数
今後の飼育管理を改善した。
これまでの研究発表の成果を示す良い機会であった。
上映会での馬の活用方法を本校で実践できた。
一般落選 高校の部で出品を目指す。
三区優等賞１序 ３序
調教賞（手入れを含む）を獲得
２０分 発表した。
他高の発表を聞き、本校の活動についても発信。
ひだおとめのＰＲイベントは成功。
１日目はフラワーアレンジメント体験コーナー ２日目はコケ玉体験コーナーを実施
ボランティアスタッフとして参加し小学生と交流した。
原山にて環境調査を実施
森林環境教育の手法について学ぶことができた。
奨励賞
学生発表については奨励賞が贈られた
野生動物にであるガイドウォークに参加
１３ 村中 三位 定１ 佐藤 予選リーグ敗退
１３村中 ３位入賞
寺地・栗本 東海大会出場
200ｍ 個人メドレー 2位 背泳ぎ4位
男子２００ｍバタフライ 栗本 ４００ｍメドレー 寺地 予選敗退
男子２００ｍバタフライ 栗本 ４００ｍメドレー 寺地 予選敗退

