
部活 月日 大会名 種目等 大会結果等

走幅跳 男子：佐野（６ｍ97）２位，渥美（６ｍ88）３位 県大会出場

100ｍ 女子：清水（12”13）２位，永井（12”85）８位 県大会出場

200ｍ 女子：清水（25”46）４位， 県大会出場

400ｍ 男子：岩田（51”45）10位 県大会出場

800ｍ 女子：小山（2ʼ35”24）10位 県大会出場

1500ｍ 男子：橋本（4ʼ20”29）９位 女子：小島（4ʼ52”58）3位 県大会出場

3000ｍ 女子：小島（10ʼ29”66）４位 県大会出場

5000ｍ 男子：橋本（15ʼ58”40）７位 県大会出場

100ｍH 女子：松隈（15”26）２位 県大会出場

400ｍH 男子：池谷（56”68）３位，佐野（57”73）４位，多々良（1ʼ02”29）12位 女子：南山（1ʼ13”04）４位，松隈（決勝棄権） 県大会出場

4×100ｍR 男子：渥美･岩田･池谷･佐野（44”17）7位，女子：加藤･松隈･清水･永井（50”55）4位 県大会出場

4×400ｍR 男子：岩田･池谷･佐野･菊池（3ʼ30”96）８位 県大会出場

走幅跳 男子：渥美（6ｍ88）2位 東海大会出場

100ｍ 女子：清水（12”28）4位 東海大会出場

走幅跳 男子：渥美（6ｍ67）14位

100ｍ 女子：清水（12”83）8位

走幅跳 男子：佐野（6ｍ68）

100ｍ 女子：清水‥４位 東海大会出場

8/26~8/27 東海陸上選手権大会 100ｍ 女子：清水（12”62）

走幅跳 女子：藤島（4ｍ85）9位 県大会出場

100ｍ 女子：清水（12”27）1位 県大会出場

200ｍ 男子：⼾澤（22”67）5位 女子：清水（25”63）1位 県大会出場

400ｍ 男子：池谷（51”91）3位 女子：水野（1ʼ00”43）1位 県大会出場

800ｍ 女子：北山（2ʼ25”76）2位 県大会出場

1500ｍ 女子：平出（4ʼ46”99）2位，北山（4ʼ47”66）4位，小野田（5ʼ04”48）5位 県大会出場

3000ｍ 女子：平出（10ʼ29”28）3位，小野田（10ʼ45”84）5位 県大会出場

400ｍＨ 男子：佐野（57”06）1位，多々良（59”94）6位，山際（1ʼ00”10）11位 県大会出場

4×100ｍR 男子：佐野･大⽯･⼾澤･池谷（44”02）4位 女子：清水･永井･杉本･水野（決勝棄権） 県大会出場

4×400ｍR 男子：佐野･菊池･山際･池谷（3ʼ35”78）7位 女子：野⼝･平出･水野･北山（4ʼ21”17）5位 県大会出場

男子総合9位 女子総合3位 女子トラック部門優勝

100ｍ 女子：清水（12”50）4位 東海大会出場

1500ｍ 女子：北山（4ʼ45”57）5位，平出（4ʼ46”84）7位 東海大会出場

1年400ｍ 男子：池谷1位（50”35）大会新

1年3000ｍ 女子：小野田1位（10ʼ40”17）大会新

2年走幅跳 男子：佐野1位（6ｍ82）大会新

10/28 新人戦・東海大会 女子100ｍ：清水（13”00）予選落ち，女子1500ｍ：北山（4ʼ54）平出（4ʼ52）予選落ち

11/5 県高校駅伝 男子：37位（2時間35分23秒） 女子:14位（1時間22分09秒）

自由形 女子：50ｍ⽴川5位 県大会出場

背泳ぎ 女子：100ｍ⽴川7位 県大会出場

平泳ぎ 男子：100ｍ野々村5位，新見7位 200ｍ野々村6位 県大会出場

バタフライ 男子：100ｍ杉山7位，山田9位 200ｍ杉山8位 県大会出場

個人メドレー 男子：200ｍ深田8位 400ｍ深田6位，新見9位 県大会出場

リレー 男子：4×100ｍ（田中･深田･古川･杉山）9位 4×200ｍ（田中･深田･新見･山田）7位 県大会出場

メドレーリレー 男子：4×100ｍ（深田･野々村･山田･杉山）6位 県大会出場

自由形 女子：50ｍ立川17位

背泳ぎ 女子：100ｍ立川20位

平泳ぎ 男子：100ｍ野々村16位，新見25位 200ｍ野々村17位

バタフライ 男子：100ｍ杉山25位，山田27位 200ｍ杉山22位

個人メドレー 男子：200ｍ深田27位 400ｍ深田25位，新見27位

リレー 男子：4×100ｍ（田中･山田･古川･森谷）30位，4×200ｍ（田中･古川･前島･森谷）29位

メドレーリレー 男子：4×100ｍ（深田･野々村･山田･杉山）20位

自由形 男子：50ｍ山田6位，古川7位 女子：50ｍ中平9位 県大会出場

背泳ぎ 男子：100ｍ古川8位 女子：200ｍ中平7位 県大会出場

平泳ぎ 男子：100ｍ野々村4位，新見8位 200ｍ野々村5位，新見6位 県大会出場

バタフライ 男子：100ｍ山田6位，杉山3位 200ｍ杉山4位 県大会出場

個人メドレー 男子：200ｍ深田4位 400ｍ深田4位 県大会出場

リレー 男子：4×200ｍ（杉山･新見･深田･山田）5位 県大会出場

メドレーリレー 男子：4×100ｍ（深田･野々村･杉山･山田）4位 県大会出場

自由形 男子：50ｍ山田22位，古川24位 女子：50ｍ中平27位

背泳ぎ 男子：100ｍ古川25位 女子：200ｍ中平24位

平泳ぎ 男子：100ｍ野々村11位，新見18位 200ｍ野々村19位，新見20位

バタフライ 男子：100ｍ山田21位，杉山24位 200ｍ杉山21位

個人メドレー 男子：200ｍ深田20位 400ｍ深田17位

リレー 男子：4×200ｍ（杉山･新見･深田･山田）16位

メドレーリレー 男子：4×100ｍ（深田･野々村･杉山･山田）13位

陸上

新人戦・中部大会

水泳

9/23~9/24

8/25

5/5〜5/7

県陸上選手権大会7/8〜7/9

高校総体・中部地区大会

新人戦・県大会

5/26〜5/28 高校総体・県大会

高校総体・中部地区大会

新人戦・県大会

9/23~9/24

新人戦・中部大会9/9〜9/10

6/16〜6/17 高校総体･東海大会

市内新人大会10/1

6/10〜6/11

6/23〜6/25 高校総体・県大会



部活 月日 大会名 種目等 大会結果等

4/30 8-0 富士市立（７回コールド）

5/3 9-2 清水桜ヶ丘（７回コールド）

5/4 4-3 藤枝明誠

5/6 3-4 東海大静岡翔洋 準優勝 東海大会へ

5/7 静高･静商定期戦 6-3 静岡商業

5/26 7-3 近大工業高専 準決勝へ

5/28 0-13 至学館（７回コールド） ベスト４

7/16 ２回戦 6-2 浜名

7/20 ３回戦 7-2 浜松北

7/22 ４回戦 10-0 伊豆中央

7/23 準々決勝 6-2 常葉橘

7/25 準決勝 6-14 藤枝明誠

8/3 静岡茗球会杯 準決勝：5-1 静岡市⽴， 決勝：2-3 静岡商業

9/23 ２回戦 6-4 掛川⻄

9/30 ３回戦 6-3 知徳

10/1 準決勝 9-4 静岡市立

10/7 決勝 9-7 常葉大菊川 優勝

10/26 準々決勝 1-0 いなべ総合

10/30 準決勝 7-4 中京学院大中京

10/31 決勝 6-5 東邦

11/12 2回戦 6-4 日本航空石川

11/13 3回戦 3-5 明徳義塾 ベスト４

3/24 ２回戦 7-0 駒大苫小牧

3/29 ３回戦 1-8 東海大相模 ベスト16

4/9 シングルス 原田，井上 ベスト32

4/15 ダブルス 原田･神保，竹森･増井 ベスト32

5/6 高校総体・県大会 団体 ２回戦：2-1 飛龍，３回戦：0-2 浜松市立

8/11 新人戦・中部大会 シングルス 寺⻄ 16位（県大会出場），峰島28位

8/14〜8/15 中部サマーテニストーナメント ダブルス 薗田･池田 ８位，寺⻄･三輪 17位

9/2〜9/3 新人戦･中部大会 団体 3-0 ｻﾚｼﾞｵ，3-1 藤枝東，2-3 城南静岡，3-1 静北，2-3 清水桜が丘 中部6位 県大会出場

9/16 新人戦・県大会 団体 0-3 浜松北

11/23 新人戦・中部大会 ダブルス 寺⻄･三輪（12位），藤田･堀（13位），薗田･池田（15位），吉井･村田（16位）県大会出場

シングルス 飯田 ７位 県大会出場，貞方 14位 県大会出場 藤田 22位，川原,町田,望月 ﾍﾞｽﾄ32

ダブルス 飯田･望月 6位，河原･貞方 10位，町田･高田 12位，藤田･岡村 13位，坂井･熊岡 19位 県大会出場

5/6 団体 2-0 遠江総合，2-0 袋井商，0-2 ⻄遠女子 ベスト16

5/7 シングルス 飯田 ベスト16

8/10〜8/11 中部サマーテニストーナメント ダブルス 坂井･熊岡 5位，貞方･河原 9位，町田･高田 11位，河村･片岡 ﾍﾞｽﾄ32

8/14〜8/15 シングルス 河原 8位，貞方 9位，坂井 18位 県大会出場

9/2〜9/3 団体 3-0 駿河総合，3-0 静岡英和，3-0 焼津中央，2-3 静岡市⽴ 準優勝 県大会出場

9/16 新人戦・県大会 3-0 御殿場南，3-2 浜松日体，0-3 日大三島 ベスト８

9/23~9/24 市⺠大会 高1の部：河村･片岡 優勝  高2の部：河原･貞方 3位

10/14 新人戦・県大会 シングルス 江原 5-8 （常葉菊川），貞方 2-8（日大三島），坂井 8-4（富士東）0-8（浜市）ベスト32

11/23 新人戦・中部大会 ダブルス 河原･熊岡（3位），貞方･高田（7位），坂井･町田（13位），河村･片岡（22位）県大会出場

12/9 新人戦・県大会 ダブルス 河原･熊岡（ベスト８），貞方･高田，坂井･町田，河村･片岡（ベスト32）

4/23 団体 中部5位 男子 県大会出場

4/29 個人 杉本-杉山（ベスト16）県大会出場

5/27 団体 1-2 伊東（杉本･杉山3-4，佐野･杉山2-4，吉川･鈴木4-3）

5/28 個人 杉本･杉山 2-4 岩崎･山下（沼津高専）

6/24 国体予選 全ペア（吉川･鈴木､杉村･間部､志太･古谷､藤田･古市､吉井･成島）初戦勝利も、県大会出場ならず

8/2 ジュニア大会 志田･藤田：2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ,ﾍﾞｽﾄ8，古市･古谷：3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ,ﾍﾞｽﾄ４，吉井･成島：3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ,初戦×

8/6 リーグ戦4位（0-3 大垣工，0-3 下田Ａ，2-1 三島南Ｂ）

8/7 4位トーナメント 0-3 小笠Ａ

8/16 個人 吉川･鈴木，志太･藤田 三回戦進出ベスト32 

8/17 団体 予選Aリーグ ２勝２敗、５位６位決定戦 0-2 静清 ６位

8/24 県・学校対抗 Aﾁｰﾑ：ﾘｰｸﾞ戦2位，2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 0-2 沼津工 Bﾁｰﾑ：ﾘｰｸﾞ戦3位，3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾍﾞｽﾄ４

9/18 学校対抗 リーグ戦0-4 ５位、９位決定戦 2-1 東海大翔洋 ９位 県大会出場

9/23 吉川･鈴木‥ﾍﾞｽﾄ32 志田･藤田‥ﾍﾞｽﾄ16 古谷･古市‥ﾍﾞｽﾄ64

9/24 志田･藤田 ファイナル9-7 県大会出場

10/21 学校対抗 0-3 知徳

10/28 個人戦 志田･藤田 1-4 浜名ペア

12/27 男子：予選リーグ 2-1 三島北C，2-1 沼津東Ｂ １位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 0-2 静岡商A

12/28 男子：0-3 静岡商Ｂ，0-3 榛原Ａ3，0-3 加藤学園Ｂ，1-2 静岡東Ａ

1/7 ニューイヤーカップ Aﾁｰﾑ：不戦勝 清水⻄C,  2-1 清水東B，1-2 静商D Bﾁｰﾑ：0-3 静商E，1-2 静岡東A、2-0 清水⻄C，2-1 静岡東B

野球

選抜高校野球大会

高校総体・中部地区大会

高校総体・県大会

高校総体・中部地区大会

高校総体・県大会

新人戦・中部大会

個人

明治神宮大会

春季東海大会

秋季・県大会

秋季・東海大会

高校野球選手権・県大会

春季静岡県大会

4/22

高校総体・中部大会

近県高校大会

新人シード争奪

団体

新人戦・県大会

新人戦･中部大会

男子テニス

佐々木杯

女子テニス

ソフトテニス



部活 月日 大会名 種目等 大会結果等

4/30 ３回戦：75-44 城南静岡

5/13 89-68 榛原， 59-86 静岡学園

5/14 87-70 静岡商業 中部3位 県大会出場

5/27 高校総体・県大会 63-59 下田， 64-80 沼津中央 ベスト16

8/16〜8/17 市⺠バスケットボール大会 高校の部 ３位

10/22 全国高校選手権・県予選 ５回戦敗退 県ベスト32／115校中

11/18 中部選手権 2位

12/23 88-41 静清 86-40 駿河総合 ベスト8

1/7 83-69 静岡城北 68-103 藤枝明誠 ベスト４

1/8 72-60 静岡商業 ３位 県大会出場

1/20~1/21 新人戦・県大会 98-85 常葉大菊川 73-104 星陵 ベスト16

5/13 76-54 島田商， 69-58 清水南（トリプルオーバータイム）

5/14 35-81 静岡東 10位 県大会出場

5/27 高校総体・県大会 54-77 市立沼津（18-12，21-20，4-26，11-19）

11/5 県中部選手権 決勝トーナメント 54-84 清水南

11/18 中部選手権 ９位決定戦 53-65 大成 ベスト12位

12/23 新人戦・中部大会 38-85 静岡商業

5/13〜5/14 高校総体・中部地区大会 2-0 焼津中央，0-2 島田樟誠，0-2 静岡東

9/9 2-0 東海大翔洋，2-0 藤枝東，0-2 静岡大成

9/10 順位戦 2-1 静岡⻄，2-0 静岡東 ５位

11/3〜11/4 全日本選手権・県予選会 2-0 磐田農，2-0 御殿場，0-2 浜松北

1/13 一回戦：2-0 駿河総合 二回戦：2-1 静岡東

1/14 三回戦（準決勝）：1-2 大成 三位決定戦：0-2 島田樟誠 中部４位県大会出場

1/27 新人戦・県大会 一回戦：2-0 浜松湖北 二回戦：0-2 御殿場南

5/13 2-0 清流館，2-0 島田，0-2 島田商業

5/14 0-2 静岡商業

9/9 中部高校選手権 0-2 焼津中央

9/10 中部高校選手権 3-3 静清高校B 1-0 静清高校C

11/3 全日本選手権・県予選会 1-2 伊東商

12/23 静岡市一年生大会 1-2 静岡大成，2-0 静岡学園･静岡東

1/13 新人戦･中部大会 0-2 島田商業

4/15 4-1 金谷

4/16 3-1 駿河総合

4/22 6-0 城南静岡

4/23 1-0 榛原

4/29 1-2 静岡商 ブロック２位で決勝トーナメント進出

5/3 0-7 焼津中央

5/4 1-2 藤枝⻄（1-0，0-1，延⻑0-0，0-1）

6/11 2-2 静岡大成

6/18 8-3 駿河総合B，3-0 駿河総合C

7/1 4-2 焼津中央2

7/14 4-1 静岡北B

7/21 5-1 藤枝北B

7/28 6-0 藤枝⻄B

8/1 勝沢杯 2-1 富⼠東， 1-1 清水東高（PK0-1）

8/4 市⺠大会 静高Ａ 4-2 静学Ａ，静高Ｂ 0-2 静学Ｂ，静高Ａ 1-3 静⻄Ａ，静高Ｂ2-0 静⻄Ｂ

8/26 進学校ﾘｰｸﾞ 静高A 2-1 韮山A，静高B 1-1 韮山B，静高C 3-1 韮山C

9/23 選手権大会 4-1 浜北⻄

9/30 地域リーグ 2-1 東海大翔洋

10/8 県ユースリーグ 1-0 島田商業

10/14 選手権県大会 2-1 韮山

10/21 選手権大会 1次ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 0-4 藤枝明誠 ２次リーグ進出ならず

1/3 新春高校・静岡大会 2-0, 0-2, 1-4 静岡学園，4-3 上田東（⻑野）

1/4 新春フェスティバル 5-3 刀根山，1-3 大森学園

1/7 9-0 城南静岡

1/13 1-1 静岡商業，0-1 静清高B

1/14 1-1 藤枝明誠

1/20 決勝トーナメント 1-1 静岡市⽴（PK 2-4）

4/30 82-7 科学技術（33-7，49-0）

5/7 26-0 中部合同（21-0，5-0）Ａリーグ１位 決勝トーナメント進出

5/21 14-40 浜松工業

6/25 ７人制ラグビー・県大会 東高との合同チーム Aブロック：5-50 東海大翔洋、17-5 桐陽 ２位 決勝トーナメント進出ならず

12/23 静岡･浜松湖南合同チーム 36-24 東部合同（沼津工業･桐陽）

1/28 静岡･浜松湖南合同チーム 15-19 焼津水産

3/25 東海地区10人制ラグビー校流大会 浜松湖南高との合同チーム Ｂブロック：24-12 可児工業･関、17-21 半田商業 準優勝

予選リーグ

高校総体・中部地区大会

高校総体・県大会

高校総体・中部地区大会

中部地区リーグ

中部高校選手権

高校総体・中部地区大会

ラグビー

新人戦･中部大会

新人戦・中部大会

新人戦・中部大会

高校総体・中部地区大会

新人戦・県大会

サッカー

女子バレー

男子バスケ

女子バスケ

男子バレー



部活 月日 大会名 種目等 大会結果等

4/29 ダブルス 男子：泉谷･服部、竹内･堂囿、鈴木･大⽯ 県大会出場

5/3 シングルス 泉谷 県大会出場

5/4 学校対抗 3-0 金谷, 2-3 静岡北, 3-0 静岡農, 3-1 島田工, 3-0 榛原 男子９位 県大出場

5/13 ダブルス 竹内･堂囿：3-0 伊豆中央, 1-3 浜松修学舎，泉谷･服部：3-1 浜松修学舎, 3-0 沼津東, 2-3 浜松商，鈴木･大石：2-3 日大三島

5/14 シングルス 泉谷(静岡)対平野(浜松東）1-3

5/27 学校対抗 1-3 加藤学園

6/3 国体・県大会 大⽯ 3-2 ⼟屋（稲取），大⽯ 0-3 ⻄村（修学舎）

8/3 県中部ダブルス 予選リーグ通過6組，決勝トーナメント2回戦進出４組、4回戦進出1組

8/4 県中部学年別 2年男子：4回戦2名,3回戦2名,2回戦6名 2年女子：3回戦2名 1年男子：3回戦２名,2回1名,1回戦1名

8/15 全日本選手権・県中部予選 堂園、大⽯ 4回戦進出

10/14 新人戦・中部大会 学校対抗 3-2 清水東，0-3 科学技術，3-0清水桜が丘，3-2 藤枝東，3-1 清水⻄ ９位 県大会出場

11/3 新人戦・県大会 学校対抗 1-3 沼津東

11/25 新人戦・中部大会 シングルス 男子：３回戦進出３名 女子：２回戦進出２名

3/3 静岡市卓球選手権 堂囿‥優勝，大石‥準優勝

4/30 高校総体・中部地区大会 男女 県大会出場ならず

6/24 全日本ジュニア・県大会 個人 森下 ３回戦進出

10/14 新人戦・中部大会 個人 66kg級：森下 ３位 県大会出場

10/28 県（中部支部）柔道祭 中部地区8位 県大会出場

1/13 新人戦･県大会 個人 森下 ２回戦進出

1/21 新人戦･県大会 団体 ２回戦進出

5/5 富士杯争奪高校大会 団体 男子：3-1 甲府工業（一回戦）, 0-5 愛知黎明（二回戦），女子：0-4 ⻑良（二回戦）

5/14 高校総体・中部地区大会 団体 男子：８位 女子：８位 男女とも県大会出場

6/3~6/4 高校総体・県大会 団体 男子：1-3 富岳館  女子：0-1 富⼠宮⻄

9/2 牧之原市七曜旗剣道大会 団体 男子：4-1 小笠･掛川⻄（合同）， 1-1 藤枝東

9/24 中部・練成大会 団体 男子：0-4 科学技術，4-0 焼津水産，3-0 静岡学園 10位

11/3 焼津市⺠大会 高校男子の部：石川‥優勝

11/4 個人 男子：大野‥12位 県大会出場

11/5 団体 男子：2-2 静清，4-0 焼津水産，4-1 静岡農業 9位 県大会出場

11/23 ⽯垣杯 一回戦：○対韮山 二回戦：●対浜松市⽴

1/13 個人 大野 対 渡邉（富⼠高）延⻑で一本負け

1/14 団体 一回戦：2-2 富⼠市⽴ 本数勝ち 二回戦：0-4 磐田⻄

山岳 5/27〜5/28 高校総体・県大会 男子：9位／18チーム，女子：5位／7チーム

応援指導 6/25 応援団フェスティバル 於：静岡市⺠⽂化会館

4/30 千秋会空手大会 形：男子 山本（準優勝），女子 細井（３位） 組手：２回戦進出

5/13 個人 女子個人組手 二回戦進出

5/20 個人 男女個人形：一次予選敗退、男子個人組手：遠藤、柴２回戦進出 他は一回戦敗退

5/21 団体 男子団体組手：3-2 修学舎，1-4 開誠館 ベスト８ 女子団体戦：1-2 開誠館

9/17 剛柔流・金太郎親善 女子個人形：三藤 優勝

9/23 個人組手 男子：-68kg 山本 +68kg和田,天野 ﾍﾞｽﾄ8 女子：-59kg ⻑田３位，-53kg 細井、小川３回戦進出

9/24 団体組手 男子：1-1 浜北，0-4 御殿場⻄ 女子：3-2 富⼠見，0-5 御殿場⻄

10/15 形 団体：男子６位，女子６位  個人：一次予選敗退

男子組手 山本‥優勝，⻑島‥準優勝，柴‥3位

女子組手 細井‥優勝，⻑田‥準優勝

女子形 細井，⻑田‥３位

3/18 松浦練成大会 男子組手 山本‥優勝

4/29 女子個人 栗山（７位） 15名県大会出場

4/30 男子個人 ９名県大会出場

5/5 高校総体・中部地区大会 団体 男子第６位 県大会出場，女子第２位 県大会出場

5/27 団体 男子：37中／60射 9位，女子：32中／60射 6位タイ6/3の決勝進出 

5/28 個人 女子：山田12中優勝‥東海･全国大会へ，鈴木10中4位‥東海大会へ，森10中6位，池田10中7位

6/3 団体 準決勝 40射17中 決勝進出ならず 予選からの累計100射49中 ８位

7/29〜8/2 高校総体・全国大会 女子個人 山田 準優勝

9/17 しずおかｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 中部地域大会 団体：男子8位，女子7位 個人：女子 釘本5位、鈴木7位 県大会出場

9/30 秋季弓道大会 団体 男子：40射23中 第６位  女子：40射22中 第6位

11/4 女子の部 団体：静岡A‥５位,静岡C 県大会出場 個人：釘本‥2位,高塚,鈴木さ,鈴木莉,栗山,⾹焼,⻘島 県大会出場

11/5 男子の部 団体：静岡B,Cともに4位タイ 県大会出場 個人：佐藤柊,山本,加藤,佐藤直,星,平野 県大会出場

11/11 団体 女子：女子A‥8位入賞

11/12 個人 男子：加藤（12射12中）‥優勝 女子：釘本（12射11中）‥優勝  2名とも東海大会，全国大会出場

11/19 新人戦・東海大会 個人 男子：加藤 予選落選 女子：釘本 決勝進出

12/24 予選 男子：加藤（４射３中）予選通過 女子：釘本（４射１中）落選

12/25 準決勝 男子：加藤（４射１中）落選

団体 女子：静岡A‥2位

個人 男子：平野‥優勝（８射皆中） 女子：小塩‥優勝（８射皆中）
静岡市春季弓道大会3/24〜3/25

弓道

新人戦・中部大会

新人戦・県大会

全国高校選抜大会

中部春季大会

高校総体・県大会

高校総体・中部地区大会

高校総体・県大会

柔道

空手
新人戦・県大会

静岡市葵･駿河区⺠大会

新人戦・中部大会

高校総体・県大会

新人戦・県大会

剣道

卓球

10/29



部活 月日 大会名 種目等 大会結果等

化学 10/15 生徒理科研究発表会中部大会 「環境にやさしく、安全なプラスチックを作る」「リーゼガングバンドを綺麗につくるには」発表

写真 3/18 第３回東海地区高校生フォトコンテスト 木村‥入選

工芸 石神「タルタのハビタット」

彫刻 稲葉「It serves you right !」，大石「YUME」

10/15 生徒理科研究発表会中部大会 「静岡市内七河川のミクリの株数の変動及び分布域についての研究」「麻機沼における絶滅危惧植物の調査」発表

1/31 第34回（平成29年度）山崎賞 研究論⽂「静岡市内七河川の絶滅危惧種ミクリの調査」高田ほか6名 山崎賞受賞

7/29~7/31 全国ギター･マンドリンコンクール 優秀賞、大阪市⻑賞、イタリア総領事賞（特別賞,7位） 

8/18 静岡県立総合病院院内コンサート 於：静岡県⽴総合病院 正面玄関ホール ボランティアコンサート

11/4 高文祭器楽・管弦楽専門部演奏会 優秀賞（３位） 東海大会出場

12/25 三校合同クリスマスコンサート 於：しずぎんユーフォニア

2/11 東海ギター･マンドリンフェスティバル 優秀賞、多治見市教育委員会賞（５位） 全国大会出場

3/28 第45回定期演奏会 於：静岡音楽館AOI

新聞 6/18 高文連・初心者大会 内藤‥優秀賞

6/2 文化祭 「作戦会議はディナーのまえに」（創作）上演

6/17 中部高校演劇公演 「形のない物語」（創作）上演

10/21 県中部高校演劇研究大会秋季公演 「珈琲店トラウムズーシア」（創作）上演 優良賞

3/17 静岡中央図書館ボランティア 於：静岡中央図書館 絵本の読み聞かせ（ボランティア）

11/4 高文祭器楽・管弦楽専門部演奏会 於：掛川生涯学習センター

3/27 クラシックギター演奏会 於：しずぎんホールユーフォニア

6/7 静岡視覚特支 地域交流音楽会 於：静岡視覚特別支援学校

8/3 老人ホーム慰問演奏会 於：はなまるハウス若松町

11/4 高文祭器楽・管弦楽専門部演奏会 於：富⼠市⺠⽂化会館ロゼシアター

3/22 The 26th Annual Condert 於：静岡音楽館AOI

5/28 NHK杯・中部大会 アナウンス部門 桂‥優勝、杉本，佐藤‥準優勝、田中‥3位、高林，岡本‥入選 県大会出場

6/11 NHK杯・県大会 アナウンス部門 桂‥優勝（全国大会出場）、杉本‥佳作

7/24〜7/27 NHK杯・全国大会 アナウンス部門 桂‥準々決勝進出

8/6 吹奏楽コンクール中部地区大会 Ｂ編成の部 金賞（２位） 県大会出場

8/12 吹奏楽コンクール県大会 Ｂ編成の部 銀賞（４位）

9/10 静岡高校吹奏楽団60周年記念演奏会 於：しずぎんユーフォニア ＯＢとの合同演奏

12/26 ウィンターコンサート2017 ５校合同演奏会 於：グランシップ中ホール

1/7 管打楽器アンサンブルコンクール 中部大会 フルート：金賞 県大会出場，クラリネット：銀賞

3/25 中部日本個人･重奏コンテスト 中部大会 オーボエ：草谷‥金賞

3/29 第40回 定期演奏会 於：静岡市⺠⽂化会館中ホール

5/21 個人 女子個人：齋藤‥優勝 全国大会出場、男子個人：服部‥3位

5/27 団体 男子：⽯川・服部・安中3位，女子：齋藤・勝山・小松 優勝 全国大会出場

7/16〜7/17 ⻯王戦・県大会 ﾍﾞｽﾄ16：⽯川、野栗 ﾍﾞｽﾄ32：⻫藤、小松、安中、服部、高島

8/2〜8/4 高文祭・全国大会 団体 ２勝２敗 16位（3-0 倉敷⻘陵，0-3 徳山，1-2 松本第一，2-1 新居浜⻄）

11/3 静岡A‥‥優勝 県大会出場

11/23 男子：３位（⽯川、服部、安中） 女子：準優勝（勝山、小松、松本）

1/26 全国高文連新人大会 個人 勝山‥予選トーナメント３勝２敗

3/25 全国高校女子選抜記念大会 個人 小松‥優勝

5/14 県高校選手権大会・中部地区予選 個人 男子：山杢‥ 4位，山本‥ 8位，望月‥ 9位 県大会出場

5/28 県高校選手権大会・県大会 個人 男子：山杢‥ 4位

9/9 個人 男子：川井田 ‥4位 県大会出場

9/10 団体 男子：川井田･野ヶ山･鈴木 ‥4位 県大会出場

10/7 団体 0-3 浜北⻄

10/8 個人 男子：川井田‥1勝3敗,15位 女子：松本‥2勝2敗,9位

2/11 県高校新人十傑戦 男子：Aﾁｰﾑ 予選リーグ１位通過 決勝トーナメント１回戦敗退 Bﾁｰﾑ 予選リーグ敗退

茶華道 8/23 老人ホーム慰問お茶会 於：はなまるハウス若松町

囲碁

マンドリン

弦楽合奏

ギター

吹奏楽

高文祭・中部大会

高文祭・県大会

放送

県高校選手権大会

将棋

美術

団体

高校美術・工芸展 選抜作品展

新人戦・県大会

演劇

生物

8/20〜8/23


