
H29部活動の記録　運動部 更新後は赤字を黒字にして下さい 更新後は赤字を黒字にして下さい

部活名 大会名 部活名 大会名 結　　　　果

強化大会 ３回戦敗退　ベスト８ 吹奏楽

第３５回丹南地区吹奏楽祭
第６回吹奏楽フェスティバルinSABAE
第６０回中部日本吹奏楽コンクール県大会　高校B部門
第６５回全日本吹奏楽コンクール県大会　高校Ｂ部門
第２７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３２回さばえ市民音楽祭
第３７回福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト丹南地区予選

参加
参加
銀賞
銀賞
参加
参加
フルート２重奏　金賞
打楽器４重奏　銀賞，サクソフォン３重奏　銀賞，クラリネット３重奏　銀賞，金管４重奏　銀賞

県春季総体 １回戦敗退 合唱

第２８回福井県高等学校総合文化祭　音楽フェスティバル　合唱・音
楽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第８４回ＮＨＫ全国
学校音楽コンクール福井県コンクール
第３１回福井県ヴォーカルアンサンブルコンテスト

参加
奨励賞
銀賞

県民スポーツ祭 １回戦敗退
第25回国際丹南アートフェスティバル2017
ヤング現代アート展

大賞　　　　林　步乃佳
会長賞　　 内田　有哉
優秀賞　　堀井　菜々子、宮田　愛由

新人大会一次予選会 １回戦敗退 第42回鯖江美術協会展 作品展示

３回戦　ベスト４ 第9回花筐絵画展 特賞　　　内田　有哉、宮田　愛由、榎原　萌花

準決勝 第28回福井県高等学校総合文化祭　美術・工芸部門 作品展示、参加

３位決定戦　県４位 第10回鯖江市美術展
絵画・造形部門　入選　　内田　有哉、堀井　菜々子
デザイン部門　　入選　　宮田　愛由

２回戦 ＜推薦＞　・鯖江市長賞（田川優花）　　

３回戦　ベスト４ 　　　　　　　・鯖江市議会議長賞（小川心ノ奨）

決勝リーグ 　　　　　　　・鯖江市教育委員会賞（竹澤成那）

決勝リーグ               ・鯖江美術協会長賞（石本蒼海）

決勝リーグ　県４位 　　　　　　　・鯖江市書道連盟会長賞（加藤聡大・宮櫻有奈・澤﨑和香）

全日本総合バスケットボール選手権大会1次
ラウンド

１回戦 ＜特選＞　・呉竹賞（上嶋真菜）　　

２回戦 　　　　　　　・墨運堂賞（橋本なつみ）　　

３回戦　ベスト８ 　　　　　　　・ニシザワ紙文具賞（富田和菜）　

１回戦 　　　　　　　・水野公文堂賞（松代伊央理）

２回戦敗退 　　　　　　　・谷口文栄堂賞（藤井つかさ） 　　　　　　　

予選リーグ　 　　　　　　　・鯖江市書道連盟賞（出水佑弥・笹川貴衣・田畑来海・増永静奈・宮本麻衣・

決勝トーナメント１回戦 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向瀨遥菜・森松奈々美・井上栞奈・為永優衣・山田瑞恵）

予選リーグ 第２２回全日本高校・大学書道展 準優秀賞　（田川優花）

決勝トーナメント１回戦 第６７回福井県書道展 秀作　（田川優花・竹澤成那）

決勝トーナメント２回戦（準々決勝）　ベスト８ 第６８回福井県総合美術展 入選　（竹澤成那）

県民スポーツ祭兼春高バレー県予選会 １回戦敗退 第１０回鯖江市美術展 ギャラリー新館長賞　（竹澤成那）

予選リーグ 第６５回県高等学校作品展 特選　（石本蒼海・井上栞奈・為永優衣・山田瑞恵）

決勝トーナメント１回戦 さばえものづくり博覧会 作品展示

決勝トーナメント２回戦（準々決勝）敗退　ベスト８ 第２８回県高等学校総合文化祭 作品出品、参加

予選リーグ　 推薦　　・鯖江市賞　（小川心ノ奨）

決勝トーナメント１回戦 特選　　（竹澤成那・笹川貴衣・澤﨑和香・宮櫻有奈・森松奈々美・石本蒼海・為永優衣・山田瑞恵）

決勝トーナメント２回戦　ベスト１６ 第３４回学生茶会 参加

予選リーグ 第１回全国高校生花いけバトル北陸大会ｉｎ福井 参加

決勝トーナメント1回戦 H29　全国高等学校総合文化祭みやぎ大会　参加 文化連盟賞（新聞部門）　受賞

決勝トーナメント２回戦（準々決勝）　ベスト８ 第52回県新聞コンクール　 第3位奨励賞　受賞

県民スポーツ祭兼春高バレー県予選会 １回戦敗退　 H30　全国高等学校総合文化祭信州大会　　 県代表参加決定

予選リーグ 第28回福井県高等学校総合文化祭写真展 作品出品　（杉本樹紀）

決勝トーナメント１回戦 第37回近畿高等学校総合文化祭（大阪大会）写真部門 奨励賞　（杉本樹紀）

強化大会 個人戦

3ペア1回戦敗退
4ペア2回戦敗退
1ペア3回戦敗退
1ペア４回戦敗退〔ベスト１６〕

青少年赤十字「春季福井県高校生リーダー研修会」 実行委員として参加

県春季総体 団体戦 1回戦　鯖江３－２羽水
２回戦　鯖江０－２藤島

青少年赤十字「福井県高校生協議会総会」 役員として参加

個人戦 ７ペア1回戦敗退、２ペア2回戦敗退、１ペア3回戦敗退 国際赤十字　カンボジア地雷犠牲者チャリティーバザー募金 売り上げ３,６０４円寄付（地雷撤去作業員の７～１０分の日当に相当）

北信越総体 個人戦 １ペア　１回戦敗退 H２９前期　エコキャップ回収推進運動参加 ４，８７６個収集、寄付（発展途上国の約６人分のポリオワクチンに）

予選リーグ H２９後期　エコキャップ回収推進運動参加 収集、寄付（２月現在　個数集計中）

決勝トーナメント 福井県青少年赤十字　高校生部会会報 HAND in HAND第３５号　　 編集委員，表紙制作

団体戦 2回戦敗退 吟詠剣詩舞 第41回全国高等学校総合文化祭 吟詠剣詩舞部門出場（大谷颯汰）

個人戦 5ペア1回戦敗退
2ペア2回戦敗退
2ペア3回戦敗退

新聞部

写真部

JRC

H29 部活動の記録　文化部

美術

書道

第４７回鯖江市書道展

第８２回県かきぞめ競書大会

茶華道

結果

県春季総体

県民スポーツ祭

県春季総体

強化大会

新人大会

団体戦

男子バスケット

新人大会一次予選会

強化大会

県春季総体

強化大会

女子バスケット

男子バレー

女子バレー

新人大会

県民スポーツ祭

男子ソフトテニス

新人大会



強化大会
個人戦 1ペア1回戦敗退

5ペア2回戦敗退
1ペア4回戦敗退　ベスト16

団体戦 １回戦敗退　

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

北信越大会 個人戦 1ペア　１回戦敗退
予選リーグ
決勝トーナメント

団体戦 2回戦敗退

個人戦
4ペアベスト３２
1ペア1回戦敗退

県春季総体 １回戦敗退 

選手権大会 ２回戦敗退

新人大会 １回戦敗退
団体戦 １回戦敗退
個人戦 個人戦特になし

県民スポーツ祭 団体戦 １回戦敗退

新人大会 団体戦 １回戦敗退

強化大会 個人戦 個人戦特になし
県春季総体 団体戦 １回戦敗退

県民スポーツ祭 団体戦 1回戦敗退
団体戦 １回戦敗退

個人戦 特記事項なし

小中高大会 個人戦 特記事項なし

団体戦
男子　予選リーグ：敦賀（1-4），羽水（3-2）
　　　　２部リーグ：敦賀気比（0-4），武生工業（2-2）

男子73ｋｇ級　黒田理貴弥　ベスト８
女子52ｋｇ級　手賀諒菜　第３位

団体戦 男子　１回戦：鯖江2-2（内容差）若狭

個人戦 女子52kg級　手賀諒菜　３位

北信越大会 個人戦
男子100kg級　出水佑弥　1回戦敗退
女子52kg級　手賀諒菜　1回戦不戦勝　2回戦敗退

団体戦 高校男子1回戦敗退　対坂井（0-5）

団体戦 男子　予選リーグ：対坂井（3-1），対北陸（0-5）予選２位　決勝トーナメント１回戦　対敦賀（0-5）

団体戦 男子　1回戦敗退　鯖江－羽水（２人残し）

県春季総体

団体戦

サッカー

県民スポーツ祭

県春季総体

新人大会

女子ソフトテニス

女子バドミントン
新人大会

個人戦

個人戦

個人戦

新人大会

柔道

選手権大会

個人戦

県春季総体

県民スポーツ祭

男子バドミントン

錬成大会



春季強化大会 団体戦 鯖江　1/2-3/4　啓新　1回戦敗退　

鯖江　3/6-0/0  福井農林　

鯖江　1/2-2/3　美方　ベスト8

鯖江　－　福井工大A　2人残し　

鯖江　－　武生工業　　大将戦負け　　

春季選手権大会

近的　男子団体　予選敗退
　　　　女子団体　予選敗退

遠的　男子団体　予選敗退
　　　　女子団体　予選敗退

春季総体

男子団体　予選敗退
女子団体　予選敗退
男子個人　坂口浩介　若泉智耀　準決勝進出
　　　　　　　若泉智耀　２位　　北信越、インターハイ出場
女子個人　松村千夏　準決勝進出

県民スポーツ祭
男子団体　予選敗退
女子団体　予選敗退

秋季選手権大会
男子団体　予選敗退
女子団体　Bチーム（坂田　清水友　手賀）第２位

新人大会

男子団体　ベスト８
女子団体　予選敗退
男子個人　若泉智耀　決勝進出
女子個人　松村千夏　第３位　北信越大会出場

学校対抗 男子４位(トラック３位)

男子５０００ｍ　２位　井上泰志

男子１１０ｍH　１位　若狭颯馬

男子４００ｍH　１位　若狭颯馬
男子１６００ｍＲ　２位　金子･若狭･吉田･山本
男子走り高跳び　１位　堀井遥樹
男子走り高跳び　３位　木下理基
女子七種競技　２位　岡田穂乃香
男子８００ｍ　出場　加藤歩
男子５０００ｍ　出場　清水悠雅
男子５０００ｍ　出場　井上泰志
男子５０００ｍ　出場　近藤惇平
男子１１０ｍH　６位　若狭颯馬
男子４００ｍH　４位　若狭颯馬
男子３０００ｍSC　出場　山本輝
男子１６００ｍR　出場　金子･若狭・吉田・山本
男子走り高跳び　１位　堀井遥樹
男子走り高跳び　出場　木下理基
男子走り高跳び　出場　西村諒吾
女子２００ｍ　出場　高見莉央
女子３０００ｍ　出場　伊藤華
女子３０００ｍ　出場　渡邉千愛
女子１００ｍH　岡田穂乃香
女子４００ｍR　大浦・谷奥・岡田・高見
女子七種競技　出場　岡田穂乃香
男子走り高跳び　６位　堀井遥樹
男子１１０ｍH　出場　若狭颯馬
男子４００ｍH　出場　若狭颯馬

学校対抗 男子　２位
男子４００ｍ　２位　金子将大
男子１５００ｍ　２位　近藤惇平
男子５０００ｍ　３位　近藤惇平
男子１１０ｍＨ　３位　田邉晴也
男子４００ｍＨ　３位　寺島侑世
男子１６００ｍＲ　２位
男子走り高跳び　１位　木下理基
男子八種競技　３位　石本尚輝
女子１００ｍＨ　３位　岡田穂乃香
女子七種競技　２位　岡田穂乃香

国民体育大会 少年共通走り高跳び　８位　堀井遥樹
男子２００ｍ　出場　吉田拓夢
男子２００ｍ　出場　金子将大
男子４００ｍ　出場　金子将大
男子１１０ｍＨ　出場　田邉晴也
男子４００ｍＨ　出場　寺島侑世
男子４００ｍＲ　出場
男子１６００ｍＲ　出場
男子走り高跳び　出場　木下理基
男子走り幅跳び　出場　小坂竜廣
男子やり投げ　出場　倉林龍大
男子八種競技　出場　石本尚輝
女子２００ｍ　出場　谷奥綾乃
女子１００ｍＨ　出場　岡田穂乃香
女子七種競技　２位　岡田穂乃香

男子 ２位（井上，土田，清水，近藤，出仙，吉田，山本）
女子 ２位（渡邉，伊藤，岩野，西岡，山田）
男子 ９位(清水悠，古村，井上，近藤，清水蓮，山森，出仙)
女子 １２位（渡邉，山田，西岡，板倉，伊藤)
男子 井上泰志，清水悠雅
女子 伊藤華

剣道

個人

団体戦

新人戦

県高校駅伝大会

弓道

北信越陸上競技大会

県春季総体

個人

陸上

個人

個人

北信越高校駅伝大会

全国都道府県対抗駅伝大会

団体戦県民スポーツ祭

団体戦 鯖江　1/1-4/2 武生　敗退　　1回戦敗退

個人

県春季総体陸上競技大会

全国総体

新人陸上競技大会

北信越新人陸上競技大会



全国高校選抜大会 個人戦

男子個人総合 ６位　大久保圭太郎
跳馬　優勝　大久保圭太郎　ゆか　６位　大久保圭太郎
吊り輪　３位　大久保圭太郎

団体戦 男女団体優勝

個人戦

男子個人総合　２位　大久保圭太郎
　　　　　　　　　　３位　板倉子龍
　　　　　　　　　　４位　東　　将志
　　　　　　　　　　５位　大垣颯生
　　　　　　　　　　６位　小松飛鳥
女子個人総合  ２位　深沢こころ
　　　　　　　　　　４位　中家璃奈
　
種目別 ゆか２位　榊原　３位　板倉
　　　　　あん馬1位　中山　２位　板倉　3位　大久保
　　　　　つり輪１位　大久保　３位　板倉
　　　　　平行棒２位　中山　３位　大久保
　　　　　跳馬１位　中山
　　　　　平行棒２位　中山　３位　大久保
　　　　　鉄棒２位　大久保　３位　中山
女子　　跳馬２位　深沢こころ
　　　　　段違い２位　中家璃奈　３位門井恭子　ゆか　中
家璃奈

団体戦
男子団体５位　（大久保、中山、、板倉、榊原）
女子団体１０位　（門井、中家、深沢、安富）

個人戦 吊り輪２位（大久保）　跳馬２位（大久保）跳馬４位（榊原）

国民体育大会 団体戦
男子４位　　(大久保、中山、板倉、榊原、露木）
女子１２位　（門井、中家、深沢、安富、古庄）

個人戦 無し

第13回越前市長杯争奪高校野球大会
1回戦：鯖江　１０－２　武生東
2回戦：鯖江　７－１４　武生工業　ベスト４

春季138回北信越地区高等学校福井県大会
1回戦　　 ：鯖江　１－０　藤島
2回戦　　 ：鯖江　９－８　奥越明成
準々決勝：鯖江　２－９　工大福井

第99回全国高等学校野球選手権福井県大
会

1回戦：鯖江　２－３　奥越明成　初戦敗退

第45回鯖江市長旗争奪高校野球大会 １回戦：鯖江　０－９　武生工業　初戦敗退

秋季139回北信越地区高等学校福井県大会 鯖江　３－８　敦賀　初戦敗退

団体戦 2位

個人戦
試合　３位　吉村実友
演技　３位　水嶌薫子・吉村実友　組

団体戦

２位  吉村実友　水嶌薫子　坂川麻紀　　山田幸華　山森
彩也香
       髙島都加　瀧本碧月
　　　予選Ａﾘｰｸﾞ　２勝２敗で２位通過
　　　決勝トーナメント鯖江１－０羽水
　　　決勝戦　　　　　　鯖江０－１津幡

個人戦

試合　３位　吉村実友
　　　　ベスト８　坂川麻紀、山田幸華
　　　　ベスト１６　水嶌薫子
　　　　髙島都加　予選ﾘｰｸﾞ２位
演技　３位　水嶌薫子・吉村実友組
　　　　ﾍﾞｽﾄ８　 山森彩也香・坂川麻紀組

全国高校総体 団体戦

全国高校総体 個人戦

団体戦 優勝

団体戦 ２位（山田　山森　髙島　瀧本)

個人戦 演技　３位　髙島都加・山森彩也香組　３位　瀧本碧月・
山田幸華組

県春季総体 個人戦
浜田一輝
１０ｍエアライフル少年男子立射６０発競技　第4位

北信越大会 個人戦 浜田一輝
１０ｍエアライフル少年男子立射６０発競技　第1位

全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 個人戦
浜田一輝
１０ｍエアライフル少年男子立射６０発競技　第32位

国民体育大会 個人戦
浜田一輝
１０ｍエアライフル少年男子立射６０発競技　第22位

野球

北信越大会

試合　2位　坂川麻紀　３位　吉村実友
演技 2位　水嶌薫子・吉村実友組
　　　 3位　髙島都加・山田幸華組

なぎなた

ライフル射撃

県新人大会

体操

県民スポーツ祭

県春季総体

北信越大会

全国高校総体

個人戦


