
部活名 大会名 スコア

強化大会 １回戦敗退 鯖江51-66武生

県春季総体 １回戦敗退 鯖江62-66奥越明成

県民スポーツ祭 １回戦敗退 鯖江60-64三国

新人大会一次予選会 ２回戦敗退 １回戦　鯖江65-57金津　　２回戦　鯖江63-94若狭

１回戦 鯖江66-48敦賀気比

２回戦 鯖江49-45金津

３回戦　ベスト８ 鯖江48-80藤島

県春季総体 １回戦 鯖江53-83福井商業

県民スポーツ祭 ２回戦 鯖江40-140福井商業

１回戦 鯖江71-48武生

２回戦 鯖江68-37武生商業

準々決勝　ベスト８ 鯖江42-106福井商業

新人大会二次予選会 １回戦 鯖江43-79福井商業

決勝トーナメント1回戦 鯖江２－１藤島

準々決勝 鯖江２－０丹生

準決勝 鯖江２－１啓新

決勝　　　準優勝 鯖江０－２福井工大附属福井

決勝トーナメント2回戦 鯖江２－０福井農林

準々決勝 鯖江２－０武生

準決勝 鯖江０－２大野

3位決定戦　ベスト４ 鯖江０－２啓新

北信越総体 1回戦　敗退 鯖江０－２長野日大（長野県）

２回戦 鯖江２－０福井高専

準々決勝 鯖江２－０武生

準決勝　ベスト４ 鯖江０－２福井工大附属福井

決勝トーナメント１回戦 鯖江２－０敦賀

決勝トーナメント２回戦（準々決勝） 鯖江２－０大野

準決勝　ベスト４ 鯖江０－２啓新

北信越新人 1回戦　敗退 鯖江０－２上越総合技術

予選リーグ　 鯖江２－０武生東

決勝トーナメント２回戦　ベスト１６ 鯖江１－２羽水

予選リーグ 鯖江１－２足羽

予選リーグ 鯖江１－２高志

1回戦 鯖江２－０足羽

2回戦　敗退 鯖江０－２三国

予選リーグ　 鯖江２－０敦賀気比

決勝トーナメント１回戦 鯖江１－２三国

強化大会 個人戦
10ペア1回戦敗退
2ペア2回戦敗退

団体戦 １回戦敗退 1回戦　鯖江０－３藤島

個人戦
２ペア１回戦敗退、８ペア２回戦敗退
４ペア３回戦敗退、１ペア４回戦敗退

県民スポーツ祭 団体戦 予選リーグ　３チーム敗退

団体戦 1回戦敗退 1回戦　鯖江０－３高志

個人戦 10ペア1回戦敗退
1ペア2回戦敗退
1ペア3回戦敗退

強化大会 個人戦 2ペア1回戦敗退
2ペア3回戦敗退

団体戦 ２回戦敗退 １回戦　鯖江２-１武生東　　２回戦　鯖江０-３福井商業

個人戦 5ペア1回戦敗退
2ペア2回戦敗退

県民スポーツ祭 団体戦 予選リーグ 鯖江A　２位　鯖江B　２位

１・２年生大会 個人戦
1ペア1位トーナメント進出
2ペア2位リーグ戦進出決勝トーナメント
１ペアベスト32

ベスト32　赤堀・青木ペア

団体戦 2回戦敗退 １回戦　鯖江２－１武生東　２回戦　鯖江0－２敦賀

個人戦 1ペアベスト16
1ペアベスト32
3ペア2回戦敗退

ベスト16　赤堀・青木ペア
ベスト32　追分・為沢ペア

県春季総体 ２回戦敗退 １回戦　鯖江３－０丹生、２回戦　鯖江０－７丸岡

選手権大会 1回戦敗退 １回戦　鯖江０－２６北陸

新人大会 １回戦敗退 １回戦　鯖江０－７羽水

団体戦 ２回戦敗退 １回戦　鯖江３－１武生東　2回戦　鯖江０－３高志

個人戦
ダブルス １回戦敗退　３ペア
シングルス ３回戦敗退 １人　２回戦敗退 １人
１回戦敗退１人

県民スポーツ祭 団体戦 １回戦敗退 鯖江０－３三国

団体戦 １回戦敗退 １回戦　鯖江２－３丸岡

個人戦
ダブルス　１回戦敗退　４ペア
シングルス１回戦敗退　１人 ２回戦敗退　２人

強化大会 個人戦

団体戦 ２回戦敗退 １回戦　鯖江３－０若狭　２回戦　鯖江０－３福井

個人戦
Ｄ　３ペア１回戦敗退，２ペア２回戦敗退
Ｓ　２名１回戦敗退，２名２回戦敗退

県民スポーツ祭 団体戦 ２回戦敗退 １回戦　鯖江３－２羽水　２回戦　０－３福井

団体戦 １回戦敗退 １回戦　鯖江０－３坂井

個人戦
Ｄ　４ペア２回戦敗退，１ペア３回戦敗退
Ｓ　２名２回戦敗退，２名３回戦敗退

中高大会 個人戦 特になし

団体戦
男子　予選リーグ：坂井（3-2），北陸（0-4）
　　　　１部トーナメント　一回戦　福井（0-5）

個人戦 男子100ｋｇ級　内田吉紀　第３位

団体戦
男子　第３位　一回戦：鯖江2-2（内容差）武工　
準々決勝：鯖江3-2三
準決勝：鯖江1-4北陸

個人戦 男子100kg級　内田吉紀　第３位

団体戦 一回戦：鯖江1-4砺波工業

個人戦 男子66kg級　川島広暉　一回戦敗退

団体戦 二回戦　武工（1-3）　　

個人戦

団体戦
男子　予選リーグ：対福井（0-5）
決勝トーナメント一回戦：対敦賀（0-5）

個人戦 男子100ｋｇ級　内田吉紀　第３位

団体戦 棄権

個人戦

春季剣道選手権大会 団体戦 鯖江　２-３　美方

団体戦 鯖江　0-4  北陸　一回戦敗退

個人戦 吉田圭佑　一回戦２本勝ち　二回戦敗退

冬季選手権大会 団体戦 １回戦敗退

春季選手権大会
近的　団体　男子　予選敗退 女子　予選敗退
遠的　男子　予選敗退　女子　予選敗退

春季総体

男子団体第3位（伊部 吉川 山本 水上 大谷　石谷） 
北信越大会出場   女子団体　予選敗退
男子個人　予選敗退　女子個人　山田麻由　準決勝
進出

県民スポーツ祭 男子団体　予選敗退　女子団体　第3位

第40回北信越国体 少年男子　県代表　大谷颯太

秋季選手権大会 男子団体　予選敗退　女子団体　予選敗退

新人大会
団体　男子　予選敗退　　女子　予選敗退
個人　男子　予選敗退　　女子　予選敗退

冬季錬成大会 団体戦 男子団体　予選敗退　女子団体　予選敗退

学校対抗 男子総合４位　　女子総合５位

男子１１０ｍH　１位　飯田圭祐

男子混成八種　１位　石本尚輝

男子円盤投　２位　大間陽生

男子混成八種　３位　倉林龍大

男子走幅跳　３位　小坂竜廣

男子３０００ｍSC　４位　山森龍暁

男子走高跳　４位　西岡勇翔

男子やり投　４位　倉林龍大

男子１６００ｍR　４位　吉村・石本・上杉・小坂

男子１５００ｍ　６位　山口真聖

男子１１０ｍH　６位　石本尚輝

女子走高跳　２位　河村彩香

女子４００ｍH　３位　谷奥綾乃

女子１６００ｍR　３位　吉村・谷奥・藤本・大浦

女子８００ｍ　４位　末本愛菜

女子３０００ｍ　４位　伊藤華

女子３０００ｍ　５位　上田陽菜

女子１５００ｍ　５位　末本愛菜

女子２００ｍ　５位　谷奥綾乃

女子走高跳　５位　竹内夏未

女子１５００ｍ　６位　伊藤華

女子３０００ｍ　６位　道屋瑠美奈

男子走幅跳　５位　小坂竜廣

男子混成八種　１１位　石本尚輝

男子走高跳　１１位　西岡勇翔

男子円盤投　１２位　大間陽生

男子やり投　２０位　倉林龍大

女子走高跳　１位　河村彩香

女子３０００ｍ　１８位　上田陽菜

女子走高跳　２０位　竹内夏未

女子３０００ｍ　２１位　伊藤華

女子３０００ｍ　２３位　道屋瑠美奈

陸上

県春季高校総体陸上競技　
　　
（上位６位以内北信越出場） 個人

北信越高校総体陸上競技　
（上位６位以内全国出場）

個人

剣道
県春季総体

新人戦 団体戦 引き分けのち代表戦　敦賀気比　敗退　1回戦敗退

弓道

柔道

錬成大会

県春季総体

北信越大会

県民スポーツ祭

新人大会

選手権大会

男子バドミントン

県春季総体

新人大会

女子バドミントン

県春季総体

新人大会

ベスト16　上坂・笹村ペア

新人大会

女子ソフトテニス

県春季総体

新人大会

サッカー

男子ソフトテニス

県春季総体

１・２年生大会 個人戦
予選リーグ１位１ペア　決勝トーナメント進出
２位３ペア、３位６ペア、４位２ペア　予選敗退
決勝トーナメント　１ペア２回戦敗退（ベスト１６）

男子バレー

強化大会

県春季総体

県民スポーツ祭兼春高バレー県予選会

新人大会

女子バレー

強化大会

県春季総体

県民スポーツ祭兼春高バレー県予選会

新人大会

R1 部活動の記録
結果

男子バスケット

女子バスケット

強化大会

新人大会一次予選会



女子走高跳　予選敗退　河村彩香

男子走幅跳　予選敗退　小坂竜廣

学校対抗 女子３位

男子走高跳　２位　西岡勇翔

男子４００ｍ　４位　吉村優真

女子走高跳　１位　河村彩香

女子３０００ｍ　２位　末本愛菜

女子４００ｍH　２位吉村美穂

女子１６００ｍR　２位　吉村・河村・竹内・渡辺

女子１５００ｍ　３位　末本愛菜

女子４００ｍ　３位　吉村美穂

女子走高跳　３位　竹内夏未

女子１５００ｍ　４位　道屋瑠美奈

女子３０００ｍ　４位　道屋瑠美奈

女子４００ｍR　４位　渡辺・吉村・竹内・河村

男子走高跳　１位　西岡勇翔

女子走高跳　１位　河村彩香　大会新

U-18日本陸上競技選手権大会 個人 女子走高跳　２位　河村彩香

男子 ３位　山森・吉田・山口・伊藤・山内・中村・鶴﨑　

女子 １位　末本・藤田・道屋・漆﨑・伊藤

男子 １３位　山森・清水・山口・伊藤・吉田・中村・鶴﨑

女子 ８位　末本・藤田・道屋・高瀬・伊藤

全国高校駅伝大会 女子 ３９位　末本・藤田・道屋・高瀬・伊藤

皇后盃全国都道府県駅伝大会 女子 伊藤華、末本愛菜

天皇盃全国都道府県駅伝大会 男子 山森龍暁

団体戦 男団体優勝・女子団体優勝

個人

男子個人総合　１位　榊原拓弥
　　　　　　　　　　２位　大柿颯生
　　　　　　　　　　３位　花木拓弥
　　　　　　　　　　４位　壁谷　日陽
　　　　　　　　　　５位　植田　拓馬
　　　　　　　　　　６位　露木元太
　
女子個人総合  １位　深沢こころ　
　　　　　　　　　　４位　赤穂羽奈　
種目別　男子
　　　　　 ゆか　　１位榊原　２位植田　３位壁谷　
　　　　　あん馬　1位露木　２位花木　３位植田
　　　　　つり輪　１位榊原　２位花木　３位植田
　　　　　跳馬　　１位露木　２位榊原　３位大柿
　　　　　平行棒　１位榊原、壁谷　３位大柿　
　　　　　鉄棒　　１位榊原　２位押切　３位大柿
　
女子　　跳馬　　１位　深沢
　　　　　段違い　１位深沢　３位加藤　
　　　　　平均台　２位深沢　
　　　　　ゆか　　 ２位深沢

全国高校総体 団体戦

男子団体５位　（榊原、露木、大柿、植田）
　　　個人　花木、壁谷　
女子団体３位　（深沢、安富、宗、赤穂）
　　　個人　加藤、佐々木

国民体育大会 団体戦
男子５位　　(榊原、露木、大柿、花木、小松）
女子５位　（深沢、安富、宗、赤穂、加藤）

第13回越前市長杯争奪高校野球大会
1回戦　：鯖江　11-10　武生東
準決勝：鯖江　　7-　8　丹生

春季北信越地区高等学校福井県大会
1回戦　　 ：鯖江　7－ 0　武生商業
2回戦　　 ：鯖江　9－ 3　羽水
準々決勝：鯖江　1 -11　工大福井

第101回全国高等学校野球選手権福井県大会
1回戦：鯖江　10－8　武生東
2回戦：鯖江　3－8　敦賀

令和元年度（秋季）北信越地区高等学校福井県大会 1回戦：鯖江　5-7　武生商業　

第43回福井県高等学校野球1年生大会
1回戦：鯖江　3－2　　藤島
2回戦：鯖江　3－4　　坂井

県下大会 個人戦 演技　3位　上田彩乃・杉本芽依　組

団体戦 2位（髙島・内藤・杉本・上田・宮川・増永）

個人戦

試合　3位　髙島都加
　　　　5位　杉本芽依　内藤杏香
　　　　9位　上田彩乃
演技　2位　内藤杏香・髙島都加　組
　　　　４位　上田彩乃・杉本芽依　組

団体戦
予選リーグ　1勝3敗で敗退
（髙島　杉本　内藤　上田　宮川　増永）

個人戦 試合　ベスト１６　髙島都加、内藤杏香　

団体戦 ２位（髙島・内藤・杉本・上田・宮川・増永）

団体戦 ２位（杉本　内藤　上田　宮川　増永)

個人戦

試合（選抜予選の部）　２位　内藤杏香　３位　杉本
芽依　４位　宮川友里
　　　（新人の部）　２位　増永晴香
演技　優勝　杉本芽依・内藤杏香　組
　　　　３位　増永晴香・宮川友里　組

吹奏楽

第３７回丹南地区吹奏楽祭
吹奏楽フェスティバルinSABAE2019
第６２回中部日本吹奏楽コンクール県大会　高校B部門
第６７回全日本吹奏楽コンクール県大会　高校Ｂ部門
第３０回福井県高等学校総合文化祭　音楽フェスティバル　
吹奏楽部門
第３５回さばえ市民音楽祭
第５３回福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト丹南地区予選

第５３回福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト
第４３回北陸アンサンブルコンテスト
第３２回中部日本個人重奏コンテスト本大会

合唱

第９５回福井県合唱祭　
福井県高文連　高校合同合唱団　140人のゴスペル合唱
第３２回女声合唱のためのカンタートinふくい
第３０回福井県高等学校総合文化祭　音楽フェスティバル 
音楽・合唱部門　
　　第44回鯖江美術協会展
第30回福井県高等学校総合文化祭　美術・工芸部門
第４９回鯖江市書道展
第７０回福井県総合美術展
第６８回福井県高等学校書道作品展
第３０回福井県高等学校総合文化祭　書道部門
第８４回県かきぞめ競書大会

茶華道 第３６回学生茶会

写真 第30回福井県高等学校総合文化祭写真展
第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会
吉川ナス収穫体験　（地域協働事業の一環）
吉川ナスを使ったレシピづくり試食会＆発表会（地域協働事業の一環）

青少年赤十字 福井県春季高校生リーダー研修会
青少年赤十字　福井県高校生協議会総会
青少年赤十字　福井県高校生協議会　令和1年度会長
青少年赤十字　福井県高校生トレセン・国際交流の集い　準備委員会

青少年赤十字　福井県高校生トレーニングセンター
青少年赤十字　福井県高校生国際交流の集い
前期　エコキャップ回収推進運動
第９８回あしなが学生募金　福井駅会場
子ども虐待防止「オレンジリボン啓発サポーター運動」福井エルパ会場

高校生ボランティアアワード2019 in 横浜
令和元年度　福井県　元気なふるさとづくり活動賞
第３０回コメリ緑育成財団
第２３回ボランティア・スピリット・アワード
日本花の会　第２９回全国花のまちづくりコンクール
都市緑化機構　第３９回全国緑の都市賞　緑の市民協働部門

鯖江市花によるまちづくりコンクール　小さめ花壇の部
鯖江市国際交流協会　第１回防災やさしい日本語ボランティア講座

鯖江市防災カーニバル　
越前市いちばん介護　施設ボランティア
子ども虐待防止「オレンジリボン全国一斉啓発運動」鯖江駅会場

日本赤十字　令和元年度台風19号義援金運動
令和元年度　ぼうさい甲子園
第２４回防災まちづくりコンクール
後期　エコキャップ回収推進運動

吟詠剣詩舞 第41回全国高等学校総合文化祭
第３４回福井県高等学校かるた選手権大会
第４１回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会（近江神宮）

第４３回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門（佐賀県）

第２１回福井県高等学校かるた大会

第３９回近畿高等学校総合文化祭（京都府）

第３１回北信越高等学校かるた選手権大会

第１５回全国高校生かるたグランプリ（福島県）

県読書感想文コンクール

福井文学賞

第５９回福井県高等学校英語弁論大会

第３回福井県高校生即興型英語ディベート大会

「小説部門」佳作 ３年 榎原萌花

英語科
出場　２年　白崎朋華　渡邉愛里

出場　２年 角井柊斗　島津天翔　杉原凜哉　長尾亮典

団体優勝

延期

国語科

県創作コンクール
「詩部門」優秀賞 ２年 飛坂綾乃　「短歌部門」優良賞 ３年 佐々木香菜・堀内麻衣

「課題作文部門」最優秀賞 ３年 針生康雅

ふくいジュニア文学賞
「小説部門」秀作 １年 立石ひかる　「創作童話部門」優秀賞 ２年 加賀川侑生

「短歌部門」秀作 ３年 山田瑞恵　「俳句部門」秀作 ２年 長尾亮典　佳作 ３年 山本柚月

優良賞 ３年 石本蒼海

参加　　　
参加　(結果待ち)
参加　１５，８２４個収集、寄付（発展途上国の約２０人分のポリオワクチンに）

吟詠剣詩舞部門出場（大谷颯汰）

かるた

B級の部　優勝（為沢心日）
Ｂ級の部 出場
団体　出場

Ｂ級の部　出場

団体優勝

参加
参加
鯖江市国際交流協会とブース運営
有志生徒と参加
企画・運営
有志生徒と企画・運営　1万9千729円寄付

表彰とブース発表，風に立つライオンユース認定
奨励賞
緑の活動賞・緑資金助成
ボランティア・スピリット賞
参加
参加

JRC

参加
参加
山田智貴
実行委員
実行委員
実行委員
参加　１４，３６２個収集、寄付（発展途上国の約１８人分のポリオワクチンに）

有志生徒と参加
有志生徒と参加　　　

特選　　（山田瑞恵・長田莉子・清水日菜花・相馬佑妃）
参加
作品出品　（杉本　聖）
奨励賞　（𠮷村優克）

クッキング

参加
参加
金賞
金賞

参加
参加
金賞・代表：打楽器４重奏
銀賞：混成７重奏、木管３重奏、金管５重奏
金賞・県代表：打楽器４重奏
銀賞：打楽器４重奏
銀賞：打楽器４重奏
参加
参加
参加

銀賞

美術
作品展示
作品展示、参加

書道

＜推薦＞
入選　（長田莉子・清水日菜花）
特選　（福田阿久亜・相馬佑妃）
作品出品、参加

なぎなた

県春季総体

北信越大会

県民スポーツ祭
個人戦

試合　3位　髙島都加
演技 優勝　内藤杏香・髙島都加組
　　　 3位　上田彩乃・杉本芽依組

県新人大会

個人

県高校駅伝大会

北信越高校駅伝大会

体操

北信越大会

野球

陸上

全国総体陸上競技大会 個人

県新人陸上競技大会
(上位４位以内北信越新人出場) 個人

北信越新人陸上競技大会(中長距離は不参加)


