平成28年度 部活動の主な成績・活動
No

１

２

３

体育系

硬式野球

陸上競技

サッカー

成績・活動など
◆春季高等学校野球大会岐阜地区予選
対 羽島・恵那南 １１－１
対 岐阜東
５－０
対 各務原西
３－４
対 岐阜第一
５－６
◆第98回全国高等学校野球選手権岐阜大会
二回戦 対市岐阜商 １－２
◆秋季高等学校野球選手権岐阜地区予選
対 岐南工
５－５
対 岐阜農林
４－３
対 岐阜高専
８－１
対 岐阜聖徳
０－８
◆秋季高等学校野球選手権
対 岐阜聖徳
５－１２
◆県高校総体
男子 100m 第3位
女子 100mH 第6位
女子 走高跳 第5位
以上 東海高校総体進出
◆岐阜県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
女子1500ｍ 4位
女子3000ｍ 4位
女子4×100ｍR 7位
◆岐阜県高等学校駅伝競走大会
男子 12位 女子 7位
◆岐阜地区高校駅伝競走大会
男子 第3位 女子 第3位
◆高校総体岐阜地区予選 2位通過
◆高校総体岐阜県大会 ベスト８
◆全国高校サッカー選手権岐阜県大会
２回戦 岐阜11-０武義
３回戦 岐阜 ０-６大垣工
◆岐阜県高等学校サッカー新人大会岐阜地区予選
1次リーグ
岐阜 １０－０ 羽島北長良
岐阜 ９―０ 岐阜第一
岐阜 ２―１ 富田
準決勝
岐阜 １－１ 岐山 PK6-7
※岐阜地区４位で県大会出場
◆岐阜県高等学校サッカー新人大会
１回戦 岐阜 ２－０ 東農実業
２回戦 岐阜 ０－２ 中京
※県大会ベスト１６

４

バレーボール
（男子）

バレーボール
（女子）

５

バスケットボール
（男子）

バスケットボール
（女子）

◆県高校スプリングチャレンジカップ 男子２部Ｂ 第３位
◆全日本バレーボール高等学校選手権大会県代表決定戦
１回戦 対東濃 2-1
2回戦 対多治見工業 0-2
◆岐阜地区高等学校総合体育大会
１回戦 対 岐山 １－２
◆県高校新人大会岐阜地区予選
１回戦 対 加納 １－２
２回戦 対 長良 ０－２
◆県高校新人大会岐阜地区予選
１回戦 対 加納 １－２
２回戦 対 長良 ０－２

◆県高校スプリングチャレンジカップ 女子２部Ａ 第３位
◆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（女子）
１回戦 対 恵那南 ２-０
２回戦 対 飛騨神岡 ２-０
３回戦 対 益田清風 ０-２
その結果、県ベスト16
◆岐阜地区高等学校総合体育大会
１回戦 対 加納 ０－２
◆県高校新人大会岐阜地区予選
対 羽島北 ０－２
対 羽島 ２－０

◆県高校総体出場
◆岐阜地区高等学校総合体育大会バスケットボール競技
３回戦 岐阜 81-70 岐阜第一
準々決勝 岐阜 23-39 長良 ベスト８
◆岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会
２回戦 岐阜 71-54 岐阜高専
３回戦 岐阜 30-157 富田
◆岐阜県高等学校新人バスケットボール大会岐阜地区予選
１～３回戦 シード
準々決勝 岐阜 ５２－３２ 長良
準決勝
岐阜 ２５―８３ 岐阜農林
３位決定戦 岐阜 ４２―７５ 岐阜総合
岐阜地区４位で県大会出場
◆岐阜県高等学校新人バスケットボール大会
１回戦
岐阜 ４５－６２ 中津川工業
◆県高校総体 ベスト１６
◆岐阜地区高等学校総合体育大会バスケットボール競技
２回戦 岐阜 44-37 各務原西
３回戦 岐阜 45-75 各務原
◆岐阜県高等学校選抜バスケットボール大会
１回戦 岐阜 62-74 郡上
◆岐阜県高等学校新人バスケットボール大会岐阜地区予選
１回戦
岐阜 ５７－７６ 済美
順位決定戦 岐阜 ６７－４０ 鶯谷
順位決定戦 岐阜 ４２―４７ 岐阜東

６

ソフトテニス
（男子）

ソフトテニス
（女子）

７

８

水泳

卓球
（男子）

◆岐阜県高校総体
団体戦 県３位
◆東海高校総体
団体戦 出場
◆岐阜地区総合体育大会
団体戦 準優勝
◆岐阜県高等学校新人戦県大会
団体戦 ベスト８
◆岐阜県室内大会
団体戦 第5位
◆岐阜県室内大会
個人戦 ベスト１６、ベスト３２
◆岐阜県高校総体
団体戦 県ベスト８
個人戦 2ペアが３回戦進出
◆岐阜県高等学校新進大会
個人戦 ベスト８
◆岐阜県高等学校新人戦県大会
個人戦 ベスト８
◆岐阜県室内大会
個人戦 ベスト３２
◆春季室内選手権
男子１００ｍ背泳ぎ ３位
◆東海高校総体（長良川スイミングプラザ）
男子１００ｍ背泳ぎ、女子１００ｍ背泳ぎ
男子２００ｍ背泳ぎ、女子２００ｍ背泳ぎ
男子８００ｍリレー に出場
◆岐阜:県高等学校新人水泳競技大会
男子１００ｍ背泳ぎ ２位
男子２００ｍ背泳ぎ ３位
女子２００ｍ個人メドレー ５位
◆岐阜地区高校総体
１００ｍ背泳ぎ １位
◆県高校総体
団体出場
◆全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）地区予選
２年 ６名 、１年 １名
県大会へ出場
◆岐阜県高等学校新人卓球大会学校対抗の部 地区予選
５位 県大会出場
◆岐阜県高等学校新人卓球大会学校対抗の部
２回戦 岐阜 ２－３ 麗澤瑞浪
◆岐阜地区チャンスカップ（学年別）
２年の部 準優勝
◆全国高校選抜大会岐阜県予選
ベスト３２ 2人

卓球
（女子）

９

バドミントン
（男子）

バドミントン
（女子）

１０

柔道
（男子）

◆県高校総体
団体出場
◆全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）地区予選
県大会へ出場
◆岐阜県高等学校新人卓球大会学校対抗の部 地区予選
１１位 県大会出場
◆岐阜県高等学校新人卓球大会学校対抗の部
１回戦 岐阜 ２－３ 多治見西
◆岐阜地区チャンスカップ（学年別）
１年の部 優勝
２年の部 優勝
◆全国高校選抜大会岐阜県予選
ベスト３２ １名
◆県高校総体
団体 出場
◆新人大会岐阜地区予選
団体 ４位 県大会へ出場
個人 シングルス ５位 県大会へ出場
◆新人大会県大会
団体 １回戦 岐阜 ３－２ 大垣南
２回戦 岐阜 ０－３ 岐阜北
個人 シングルス 出場
◆新人大会県大会
団体 １回戦 岐阜 ３－２ 大垣南
２回戦 岐阜 ０－３ 岐阜北
個人 シングルス 出場
◆岐阜県バドミントン選手権（複2部）
男子複 ベスト１６
◆新人大会岐阜地区予選
団体 ７位
◆県高校総体
個人戦 66kg級、73kg級 出場
団体戦 出場
◆岐阜県下高校柔道新人大会兼全国高等学校柔道選手権岐阜地区予選
個人 ６０kg級 ベスト8 2人)
６６kg級 3位
７３kg級 準優勝
◆岐阜県高校柔道新人大会 （兼全国高等学校柔道選手権大会県予選)
団体戦 出場
個人戦 60kg級、66kg級、73kg級 出場

１１

剣道
（男子）

剣道
（女子）

１２

１３

軟式野球

テニス
（男子）

テニス
（女子）

◆県高校総体
団体 １回戦 岐阜０－１長良
個人2名出場
◆岐阜県高等学校剣道大会
団体 １回戦 岐阜０－１飛騨高山
◆岐阜地区高等学校総合体育大会剣道競技
団体 １回戦 岐阜２―０岐山
２回戦 岐阜４－０本巣松陽
３回戦 岐阜０－１岐阜城北
個人 ベスト８ 県大会出場
◆岐阜県高等学校剣道新人大会
団体 １回戦 岐阜３－２富田
２回戦 岐阜２－２（本数負け）斐太
個人 1回戦敗退
◆全国高校選抜剣道大会岐阜県予選
1回戦 岐阜 １－０ 関商工
2回戦 岐阜 １－２ 県岐阜商
◆県高校総体
団体 １回戦 岐阜０－４大垣商
個人2名出場（ベスト32）
◆岐阜県高等学校剣道大会
団体 １回戦 岐阜１－４武義
◆岐阜地区高等学校総合体育大会剣道競技
団体 予選リーグ １勝１敗
◆岐阜県高等学校剣道新人大会
団体 １回戦 岐阜０－３
◆全国高校選抜剣道大会岐阜県予選
1回戦 岐阜 ０－１ 加納
◆岐阜県高等学校総合体育大会・軟式野球競技
岐阜 ２－０ 多治見工業
中京 １－０ 岐阜
◆岐阜地区総合体育大会（軟式野球の部）
優勝
◆岐阜県高等学校軟式野球秋季（新人）大会 出場
◆県高校総体
団体3位、シングルス、ダブルス出場
◆岐阜県高校テニス新人大会
団体戦 1R敗退、ダブルス 2R ベスト１６
◆県高校総体
団体ベスト８
◆岐阜地区高等学校総合体育大会
団体 準優勝
◆岐阜県高校テニス新人大会
団体 1回戦 岐阜 4-1 麗澤瑞浪
2回戦 岐阜 0-3 帝京大可児 ベスト8
シングルス、ダブルス 出場

１４

ハンドボール
（男子）

No

文科系

１

２

３

美術

書道

演劇

◆岐阜県ハンドボール選手権
2回戦 岐阜 １９－９ 中津
3回戦 岐阜 ８-３５ 大垣東
◆県総体地区予選
1回戦 岐阜 １３－８ 羽島北
2回戦 岐阜 ８－２９ 加納
◆堤杯岐阜県高校ハンドボール選手権
2回戦 岐阜 ２３－１８ 羽島
準決勝 岐阜 ２１-１９ 益田清風
決 勝 岐阜 １２-３１ 大垣西
２部 準優勝
◆岐阜地区総合体育大会ハンドボール競技
1回戦 岐阜 １３－２１ 岐阜高専
◆岐阜県高校新人大会岐阜地区予選
岐阜 １４－２４ 県岐阜商
◆岐阜地区高等学校１年生大会
５位

成績・活動など
◆県青少年美術展青年部
優秀賞２年、入選３年・２年
◆全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門
2017みやぎ総文岐阜県代表選考審査会 （2年）
◆各務原市高校生美術展
入選1年４人
◆ジュニア油絵展
奨励賞2年２人・１年、入選７人
◆県青少年美術展青年部 優秀賞３年３人
◆全国高等学校総合文化祭広島大会書道部門
岐阜県代表 ３年
◆国際高校生選抜書展〔書の甲子園〕
団体の部 東海地区優秀賞
個人の部 秀作賞１人、入選６人
◆岐阜県高等学校総合文化祭書道展
最優秀賞
◆瑞穂市美術展
市展賞、教育長賞、奨励賞４人
◆全国高等学校総合文化祭みやぎ大会代表選考会（２年）
◆各務原市高校生美術展
優秀賞、奨励賞４人
◆全日本高等学校書道コンクール
全高書研賞２年４人
◆７月瑞穂市総合センター「コンクリート・フーガ～虹色の闇から～」上演
◆岐阜県高等学校演劇岐阜地区大会 奨励賞
◆岐阜県高等学校総合文化祭演劇部門 岐阜北地区合同公演 奨励賞
◆春季合同公演 北方町総合学習センター「きらり」にて「七人の部長」上演

４

５

６

音楽

文芸

茶華道
（茶道）

茶華道
（華道）

７

自然科学
（生物）

◆NHK全国学校音楽コンクール岐阜県コンクール
銀賞
◆岐阜県合唱コンクール（全日本合唱コンクール岐阜県大会）
高等学校部門Ａグループ 金賞
◆中部合唱コンクール（全日本合唱コンクール中部支部大会）
高等学校部門Ａグループ 銅賞
◆岐阜県高等学校総合文化祭合唱部門 最優秀賞
◆岐阜地区合唱発表会（文化センター） 出演
◆ぎふヴォーカルアンサンブルコンテスト
金賞
◆岐阜県高等学校総合文化祭文芸コンクール
部誌部門第1位・俳句部門第1位 詩部門第3位・短歌部門第3位
◆全国総合文化祭みやぎ総文 部誌部門出場予定
◆部誌[LOTOS２４」発行
裏千家の流派に従い、茶道を通じて日本の伝統的なおもてなしの文化を学んで
います。文化祭では1年生は盆略点前で、2年生は薄茶点前でおもてなしをさせ
ていただきました。
◆学校茶道エッセイ 佳作３年
◆裏千家 初級授与者 7名（平成28年度）
華道則天門の「草木の自然の姿を一題のなかに表現する」の理念に添って、
日々練習に励んでいます。
岐阜市のカスミサンショウウオの保護活動が10年目を迎えました。
◆全国総合文化祭 自然科学部門
研究発表「守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅦ ～保護活動の推進と生
殖活動の解明～」 文化連盟賞
◆岐阜県高等学校総合文化祭 自然科学系部活動研究発表交流会
研究発表「守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅧ ～GISと環境DNAを用い
た新規生息地の発見～」 最優秀賞（第1位、来年度の全国高等学校総合文化
祭への出場が内定）
◆AITサイエンス大賞 自然科学部門 優秀賞（第1位）
◆社会貢献者表彰
◆佐野市田中正造記念賞大賞

自然科学
（物理）

◆全国総合文化祭 自然科学部門
研究発表「気柱に定常波ができると音が消える」 文化連盟賞
◆岐阜県高等学校総合文化祭 自然科学系部活動研究発表交流会
研究発表「クント管に縞模様ができるのはなぜか」 奨励賞

自然科学
(化学)

◆日本化学会東海地区高等学校化学研究発表交流会
奨励賞「金属陽イオンと水ガラスの反応について」
討論賞２年・１年
◆ScienceのBreakthrough of the Year 2016 を読解

８

ESS・ディベート

９

調理

◆長良川鵜飼英語通訳ボランティア 鵜飼と岐阜の魅力を発信
◆岐阜県高校生英語プレゼンテーション大会 優秀校
ベストプレゼンター賞 ２年
◆岐阜県ふるさと教育表彰 優秀賞「鵜飼いボランティア」
ボランティアスピリット賞 コミュニティ賞 受賞
◆長良川鵜飼い応援団名称募集 優秀賞 1年
◆「ふるさと教育」実践校認定証授証
◆第７回粉もん創作グランプリ
入賞 ２年２人

１０

１１

写真

囲碁将棋
（囲碁）

囲碁将棋
（将棋）

１２

吹奏楽

１３

クイズ研究部

No

局

１

図書

２

放送

３

応援団（女子）

◆岐阜県青少年美術青年部 優秀賞3年、入選3年
◆岐阜県高等学校写真コンテスト
奨励賞 ２年２人、１年３人
◆岐阜県高等学校総合文化祭
奨励賞 ２年２人、１年１人
◆各務原市高校生美術展 写真の部
優秀賞 ２年、奨励賞２年
◆羽島市美術展 写真の部
優秀賞 １年、秀作賞 １年１人、２年２人
入選 １年３人、２年７人
◆全国高校囲碁選手権大会岐阜県大会
女子個人戦優勝
◆全国高等学校囲碁選手権大会（日本棋院）
個人戦出場
◆全国高等学校総合文化祭（ひろしま総文）囲碁部門
個人戦出場
◆全国高校総合文化祭将棋部門岐阜県大会
女子団体優勝
◆全国高校総合文化祭将棋部門
女子団体出場
◆全国高校総合文化祭将棋部門岐阜県大会
男子団体準優勝
◆女子全国高校将棋新人大会岐阜県大会
女子個人戦優勝、3位
◆女子全国高校将棋新人大会
女子個人戦出場
◆全国高等学校将棋女子選抜大会
女子個人戦出場
◆岐阜県吹奏楽コンクール岐阜県大会
高校A編成の部 金賞
◆中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
高校小編成の部 銅賞
高校大編成の部 金賞
◆岐阜県アンサンブルコンテスト 岐阜県大会
金賞 木管８重奏Ａ・・・東海大会進出
銀賞 木管８重奏Ｂ
銅賞 木管８重奏Ｃ
◆東海アンサンブルコンテスト
木管８重奏
◆エコノミクス甲子園全国大会出場

成績・活動など
◆全国高等学校ビブリオバトル２０１６岐阜県大会
優勝 ２年
◆全国高等学校ビブリオバトル２０１６決勝大会（全国大会）
出場 ２年
◆岐阜県青少年読書感想文コンクール
佳作１年３人

４

家庭クラブ

◆全国高校生ホームプロジェクトコンクール
特別賞（女子栄養大学賞）１年
優秀賞１年、努力賞１年４人
◆点字絵本紹介カード２０作品製作し盲学校へ寄贈

