平成３０年度

部活動成績一覧

（県大会以上の出場および出品にともなう成績等）

〈体育系部活動〉
部

名

硬式野球

大 会
春季高等学校野球大会

名

全国高等学校野球選手権県大会

岐阜
岐阜
岐阜
岐阜

秋季高等学校野球大会

陸上競技

県高校総体

県高校新人大会

岐阜
岐阜
女子
男子

男子

成
績
７－１ 大垣商業
岐阜
０－１０ 帝京大可児
６－４ 中津商業
岐阜
７－１ 岐阜聖徳
岐阜

４－３ 大垣西
（県ベスト８）
１０ー０ 岐阜北
５－７ 市岐商
（県ベスト８）
６－１ 高山工業
岐阜 ８－７ 帝京大可児
１－２ 県岐商
（県ベスト８）
3,000m １位 1,500m ２位
太田（３年）
3,000m 障害 １位 岩田（２年）
棒高跳
２位 浅野（２年）
400m Ｈ ５位 西中（３年） ６位 木野（２年）
1,500m ６位 田島（３年） 以上東海総体出場
3,000SC １位 岩田（２年）
棒高跳
２位 浅野（２年） ５位 畔津（１年）
5,000m ５位 岩田（２年）
1,500m ６位 浦瀬(２年) 以上東海新人大会出場
400mH ７位 梶田（２年）

4 × 400mR ７位 石田（２年）岩田（２年）林（２年）木野（２年）

4 × 400mR ８位
佐々木（１年）金武（２年）宮原（２年）間宮（１年）
やり投げ ８位 篠田（１年）
男子 3,000mSC １位 岩田（２年）
ベスト８
ベスト１６
出場
２回戦進出
出場
ベスト１６
３回戦進出
ベスト１６
ベスト８
ベスト８
ベスト１６
出場
出場
出場
男子団体 出場
女子団体 出場
男子個人 ベスト６４ 北島（３年）木村（３年）組、
木寺（２年）桑原（２年）組
出場 松尾（２年）早野（２年）組
女子個人 ベスト６４ 伊藤（２年）飯沼（３年）組、
小山（３年）赤塚（２年）組
男子団体 ベスト１６
女子団体 ベスト１６
男子個人 ベスト１６ 木寺（２年）桑原（２年）組
男子 100m 平泳ぎ ３位 200 ｍ平泳ぎ ７位 安江（３年）
50m 自由形 ７位 安藤（１年）
400 ｍＲ ７位 800 ｍＲ ７位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ８位
女子 100m 背泳ぎ ５位 200m 背泳ぎ ４位 向田（３年）
100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ６位 糸井（１年）
100m 平泳ぎ ６位 小川（２年）
400mR ７位 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ６位 以上東海高校総体出場
男子 50 ｍ自由形 ３位 100 ｍ自由形 ３位 安藤（１年）
女子 50 ｍ自由形 ３位 小川（２年）
100 ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 200 ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 糸井（１年）
男子 Ｂ 400 ｍメドレーリレー 11 位 安藤（１年）
女子

ソフトテニス

東海高校新人大会
全国高校総体岐阜県予選
全国高校選手権県大会
県高校新人大会
全日本選手権大会県代表決定戦
新人戦県大会
県高校総体
全日本選手権大会県代表決定戦
新人戦県大会
県高校総体
県高校選手権大会
県高校新人大会
県高校総体
県高校選手権大会
県高校新人大会
県高校総体

水泳

県高校新人大会
県高校室内大会
県高校総体

サッカー

バレーボール男子
バレーボール女子

バスケットボール男子

バスケットボール女子

県高校新人大会

福井しあわせ元気国体

部
卓球

名

大

会

名

県高校総体

中部日本卓球選手権大会
東海卓球選手権大会

県高校新人大会
バドミントン

県高校総体
県高校新人大会

柔道

県複２部大会
県高校生大会
県高校総体

剣道

県高校新人大会
県高校総体

県高校剣道大会
県高校新人大会
高校選抜大会県予選会
軟式野球

テニス男子

県高校総体
東海高校総体
全国高校軟式野球選手権県大会（Ｂゾーン）
全国高校軟式野球選手権東海大会
県高校秋季（新人）大会
県高校総体
県高校新人大会

県強化合同練習会ダブルス

テニス女子

県強化合同練習会シングルス
県高校総体
全日本ジュニアテニス選手権岐阜県予選会
県ジュニアテニス選手権大会
県強化合同練習会シングルス
県高校新人大会

東海毎日ジュニアテニス選手権岐阜県予選会

ハンドボール

岐阜県選抜室内ジュニアテニス選手権大会
県強化合同練習会ダブルス
県選手権
堤杯県高校選手権

成
績
ダブルス出場
松尾・高橋季（２年）
シングルスベスト 32 古田（３年）
出場 布施（３年）、松尾、高橋季、吉村（２年）
シングルス出場 松尾、高橋季（２年）
男子シングルス出場 松尾、高橋季、高橋知（２年）
男子ダブルス出場 松尾・高橋季（２年）
女子シングルス出場 炭竈、川島（２年）
女子ダブルス出場 炭竈、川島（２年）
男子 岐阜 ３－０ 斐太 岐阜 ２－３ 麗澤瑞浪
女子 岐阜 ０－３ 東濃実業
女子団体 ベスト８
男子団体 出場
女子団体 ベスト８
男子個人 ダブルス ベスト１６ 中村・奥村組（２年）
シングルス 出場 中村（２年）
女子個人 ダブルス ベスト１６ 可知・桑坪組（２年）
ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ 16 可知（２年） 出場 栗本（１年）
男子個人 ３位 中村・奥村組（２年）
女子団体 ２位 女子個人 シングルス ３位 栗本（１年）
男子団体 出場
男子個人 出場 60kg級 佐々木（１年） 66kg級 永野（３年）
90kg級 豊田（２年）
男子個人 ５位 無差別級 豊田（２年）
男子団体 岐阜２－１加茂 ２回戦 岐阜１－４市岐商
女子団体 岐阜１－２各務原
男子個人 出場 片桐（３年）、山田（３年）
女子個人 出場 堀（３年）、大前（２年）
男子団体 岐阜１－１（本数勝）岐南工 岐阜２－３飛騨高山
女子団体 岐阜０－１飛騨高山
男子団体 岐阜３－２大垣日大 岐阜０－３高山西
女子団体 岐阜０－３大垣養老
男子団体 岐阜２－２加納（本数勝ち） 岐阜０－１郡上
女子団体 岐阜０－１関
準優勝
岐阜３－０県岐商
岐阜１２－０恵那農
岐阜２－９中京
Ｂゾーン３位
岐阜２－４宇治山田
岐阜２－１多治見工 岐阜６－１多治見北 東海大会出場
岐阜３－８桜丘
岐阜９－６恵那農 岐阜０－３恵那 岐阜０－７中京（４位）

団体 出場 ダブルス 谷藤・澤本（２年）出場
団体 ３位 ｼﾝｸﾞﾙｽ 谷藤（２年）中村（１年）出場
ダブルス 奥村・谷藤（２年）今村・松尾（２年）
澤本（２年）・中村（１年）出場
今村・松尾（２年） ベスト１６ 奥村・谷藤（２年）、
澤本（２年）・中村（１年） 本戦出場
谷藤（２年）ベスト１６ 奥村（２年）出場
団体 ３位
シングルス 豊吉（２年）出場
ダブルス 豊吉・田中（２年）ベスト１６
U18 豊吉（２年） 準優勝 東海大会出場
U17 シングルス 豊吉（２年） 優勝
豊吉（２年） 優勝
団体 ベスト８
シングルス 豊吉（２年）優勝 田中（２年）出場
ダブルス 豊吉・田中（２年） ベスト８
ｼﾝｸﾞﾙｽ 豊吉（２年）３位 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 豊吉（２年）３位
東海大会出場
シングルス 豊吉（２年）優勝
豊吉・田中(２年)３位、大野(２年)・小野木(１年)ベスト１６

岐阜１２－１６大垣北
岐阜１３－１５益田清風

〈文化系部活動〉
部
美術

書道

名

大 会 名
県青少年美術展
県高校総合文化祭美術工芸展
ジュニア油絵展
県青少年美術展

ＮＨＫ県コンクール
県合唱コンクール

成
績
優秀賞 デザイン 廣瀬（３年） 入選 絵画 小西（３年）
出品 絵画 中村（２年） デザイン 加藤（２年）
入選 鈴木(２年)中村(２年)小寺(１年)村雲(１年)
優秀賞 加藤（３年）杉山（２年）
入選 清水万（３年） 馬島（３年） 岡村（３年） 小形（３年）
尾畑（３年） 清水彩（３年） 田澤（３年） 番場（３年）
川部（３年） 豊木（２年） 村橋（２年） 竹澤（２年）
水野（２年） 相原（２年） 今瀬（２年） 小井戸（１年）
中部ブロック２位 全国大会出場
岐阜県代表 尾畑（３年）
入選 尾畑（３年）上田（２年）相原（２年）
準優秀 加藤（３年）小形（３年）岡村（３年）
最優秀賞 竹澤（２年）
準大賞 今瀬（２年）
全高書研賞 竹澤（２年）杉山（２年）上田（２年）
銅賞
高校部門Ａ 金賞

ヴォーカルアンサンブルコンテスト高校部門

銀賞

全国高校総合文化祭（信州総文）
全国高校文芸コンクール
県文芸コンクール

出場
小説部門優秀賞

書道パフォーマンス甲子園
全国高校総合文化祭（信州総文）
国際高校生選抜書展（書の甲子園）
全日本高校・大学生書道展(書のｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ)
県高校総合文化祭書道展
全日本高校書道コンクール
音楽

文芸

部誌部門１位

酒井（２年）
小説部門１位 酒井(２年) ４位 田島(２年)

詩部門３位 酒井(２年) 短歌部門１位 諏訪(３年)４位 木方(３年)

自然科学

生物班

国際学生科学技術フェア(ISEF)
青少年水大賞
全国高校総合文化祭
県高校総合文化祭
ＡＩＴサイエンス大賞
生物多様性アクション大賞
高校生科学技術チャレンジ(JSEC)
高校生国際シンポジウム
東海地区理科研究発表会
日本水産学会

物理班 県高校総合文化祭
化学班 東海地区高校化学研究発表交流会
サイエンス班 科学の甲子園全国大会

囲碁・将棋

全国高校将棋選手権県大会
全国高校総合文化祭将棋部門
全国高校将棋新人大会県大会
全国高校将棋新人大会
全国高校囲碁選手権県大会
全国高校総合文化祭囲碁部門
全国高校囲碁選手権全国大会
県高校総合文化祭囲碁新人大会

東海地区高校囲碁選手権大会

ESS

全国高校囲碁選抜大会
県高校英語プレゼンテーション大会
ボランティア・スピリット・アワード

動物科学部門世界２位
優秀賞（全国２位）
文化連盟賞
自然科学系部活動研究発表交流会 最優秀賞（第１位）
優秀賞（自然科学部門第１位）
優秀賞（社会科学・地域づくり部門第１位）
審査委員賞
ポスター発表 荏原製作所賞（全国７位相当）
口頭発表生物分野 最優秀賞
※ 2019 年 5 月ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ派遣
ポスター発表生物分野 最優秀賞
最優秀賞
高校生ポスター発表
自然科学系部活動研究発表交流会 奨励賞
優秀賞
討論賞 大野（２年）
総合第４位 さいたま市長賞・武蔵野銀行賞
実技競技③第１位 SHIMADZU 賞
企業特別賞 帝人賞
大野・森・奥村・森本・川合・呉・吉口・林（２年）
女子団体 ２位
女子個人 優勝 金成（２年） ３位 奥村（２年）
女子個人 出場 金成（２年）
女子個人 ３位 金成（２年） ４位 池田（２年）
女子個人 出場 金成（２年）
男子団体 ２位
女子個人 優勝 奥村（２年）
女子個人 出場 奥村（２年）
女子個人 出場 奥村（２年）
男子団体 優勝 坂井（２年）亀田（２年）松永（１年）
女子団体 優勝 奥村（２年）金成（２年）池田（２年）
男子個人 ３位 松永(１年) 女子個人 準優勝 奥村(２年)
男子団体 準優勝 坂井（２年）亀田（２年）松永（１年）
女子団体 ６位 奥村（２年）金成（２年）池田（２年）
女子個人 ５位 奥村（２年）
男子団体 出場 坂井（２年）亀田（２年）松永（１年）
優秀賞
コミュニティー賞

部

名

調理
写真

大 会 名
県粉もん創作グランプリ
鶏卵鶏肉料理コンクール
県青少年美術展
県高校写真コンテスト
県高校総合文化祭写真展
中部日本吹奏楽コンクール県大会
県吹奏楽コンクール
アンサンブルコンテスト県大会

吹奏楽

東海アンサンブルコンテスト
全国高校クイズ選手権全国大会
全国高校生金融経済クイズ選手権県大会

クイズ研究

成

績

グランプリ 臼井（１年）
優秀賞 澤田（２年）
入選 今井（２年） 堀（１年）
優秀賞 長谷川（２年）
奨励賞 玉田、今井、飯沼、堀、後藤（２年）
優秀賞 玉田(２年) 奨励賞 今井(２年)村瀬(１年)
銀賞
銀賞
金賞 クラリネット８重奏 サクソフォン８重奏
銅賞 金管８重奏
銀賞 サクソフォン８重奏
出場
優勝

〈部・局活動〉
部
図書局

名

大 会 名
全国高校ビブリオバトル県大会
全国高校ビブリオバトル全国大会
県青少年読書感想文コンクール

放送局
家庭クラブ

県高校放送コンテスト
全国高校生ホームプロジェクトコンクール

英語科

高校英語スピーチコンテスト県大会

海外研究

朝日大学高校英語弁論大会
全日本高校模擬国連大会
高校生国際シンポジウム口頭発表国際問題
分野

成

績

優勝 山岸（２年） ３位 橋本（１年）
出場 山岸（２年）
優秀賞 炭竈（２年）、宮嶋（１年）
優良賞 大村日（１年）
入選 梅木（１年）
佳作
酒井（２年）
朗読部門 出場
優秀賞 伊藤麻（１年）森友（１年）
努力賞 黒川（１年）山口愛（１年）
審査員賞 鬼頭（１年）
出場 豊田ひ・高橋開（２年）、飯沼（１年）
最優秀賞 谷川（２年）
審査員特別賞 辻・山下（２年）
※ 2019 年 5 月ｱﾒﾘｶ派遣
優秀賞 深澤・豊田・田島（２年）

