
部活動名 期　日 大会名等 種目等 出場者／結果／活動内容　等 備　考

男子１００ｍ 2年 寺内智彦（予選 11''45） 中部12位

男子４００ｍ 2年 岩田和真（予選 51''80） 中部12位

男子４００ｍＨ 2年 池谷凌（予選 58''31） 中部6位

男子１５００ｍ 3年 清水厚佑（予選 4'02''74） 中部12位

3年 清水厚祐（13位 15'10''39)  中部2位

2年 橋本圭（34位 16'14''21） 中部9位

男子走幅跳 2年 渥美裕太（5位 6m83） 東海大会へ／中部9位

女子１００ｍ 1年 清水葉月（予選 12''78） 中部8位

女子１００ｍＨ 2年 松隅杏梨（準決勝 15''90） 中部5位

女子４００ｍＨ 2年 松隅杏梨（予選 1'10''44） 中部7位

女子１５００ｍ 2年 小島みなみ（予選 4'50''1） 中部7位

女子３０００ｍ 2年 小島みなみ（24位 10'24''78） 中部6位

女子七種競技 3年 滝川晴香（15位 2515点） 中部3位

女子４×４００ｍＲ 3年 滝川、2年 松隅、加藤、1年 清水（予選 51''67） 中部5位

男子１００ｍ 2年 寺内智彦（予選 11''53） 中部5位

男子２００ｍ 2年 寺内智彦（準決 22''51） 中部3位

2年 池谷凌（予選 52''86） 中部10位

2年 岩田和真（予選 52''73） 中部5位

2年 池谷凌（8位 57''92） 中部2位

1年 佐野裕太（欠場） 中部6位

2年 橋本圭（10位 4'13''56） 中部7位

2年 平國響（予選 4'20''27） 中部9位

2年 橋本圭（15位 15'47''63） 中部5位

2年 平國響（22位 16'22''14） 中部10位

2年 倉嶋崇（記録無し） 中部10位

2年 渥美裕太（4位 6m66） 東海大会へ／中部3位

1年 佐野裕太（5位 6m56） 東海大会へ／中部5位

男子４×１００ｍＲ 2年 渥美、池谷、岩田、寺内（予選 43''97） 中部4位

男子４×４００ｍＲ 2年 倉嶋、池谷、岩田、寺内（予選 3'26''57） 中部3位

1年 永井まみか（予選 13''80） 中部11位

1年 清水葉月（欠場） 中部2位

女子４００ｍ 2年 南山莉穂（予選 1'05''60） 中部9位

2年 小山桃子（予選 2'31''65） 中部6位

2年 香野さちか（予選 2'43''45） 中部12位

女子１００ｍＨ 2年 松隅杏梨（3位 15''62） 東海大会へ／中部1位

2年 南山莉穂（予選 1'11''27） 中部4位

2年 松隅杏梨（準決 1'13''68） 中部3位

女子１５００ｍ 2年 小島みなみ（欠場） 中部6位

女子３０００ｍ 2年 小島みなみ（17位 10'37''62） 中部5位

女子４×１００ｍＲ 2年 南山、松隅、加藤、1年 永井（予選 52''77） 中部3位

女子４×４００ｍＲ 2年 南山、松隅、小山、1年 武田（予選 4'24''39） 中部6位

男子 2年 橋本、池谷、平國、3年 清水、1年 多々良、窪美、菊池（24位）

女子 2年 小島、1年 武田、2年 香野、南山、小山（24位）

男子５０ｍ自由形 3年 山梨眞樹（11位 25''52） 中部2位

男子１００ｍ自由形 3年 山梨眞樹（15位 56''11） 中部2位

男子２００ｍ自由形 3年 久松優作（30位 2'11''60） 中部9位

1年 野々村陸大（23位 1'12''03） 中部10位

1年 新見怜也（25位 1'12''58） 中部9位

男子２００ｍ平泳ぎ 1年 野々村陸大（23位 2'39''16） 中部9位

男子１００ｍ平泳ぎ

水　　泳

県高校総体

5/27～29 県高校総体

陸上競技

県高等学校駅伝競走大会11/6

県新人戦9/24,25

男子４００ｍ
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男子１５００ｍ

男子５０００ｍ

女子８００ｍ

女子１００ｍ

男子４００ｍＨ

男子走幅跳

平成28年度　部活動大会結果等（中部及び県大会）

男子５０００ｍ

7/1～3



男子１００ｍバタフライ 1年 山田孟（27位 1'06''52） 中部10位

3年 久松優作（24位 2'26''04） 中部6位

1年 新見怜也（26位 2'31''74） 中部8位

3年 八木智弘（28位 2'36''02） 中部9位

男子４００ｍメドレーリレー 3年 久松、山梨、1年 新見、山田（21位 4'26''83） 中部6位

男子４００ｍリレー 3年 八木、酒井、三原、2年 田中（27位 4'12''43） 中部6位

男子８００ｍリレー 3年 久松、酒井、八木、三原（25位 9'18''01) 中部8位

女子５０ｍ自由形 2年 立川和泉（21位 29''99） 中部5位

女子２００ｍ平泳ぎ 3年 増田果南（29位 3'16''51） 中部8位

女子１００ｍバタフライ 3年 増田果南（30位 1'31''37） 中部10位

女子１００ｍ背泳ぎ 2年 立川和泉（22位 1'14''91） 中部7位

女子２００ｍ個人メドレー 3年 森麻侑加（29位 3'13''56） 中部9位

女子４００ｍメドレーリレー 3年 矢部、増田、森、2年 立川（26位 5'39''50） 中部9位

女子４００ｍリレー 3年 増田、森、塩崎、澤井（27位 5'08''28） 中部9位

男子１００ｍ平泳ぎ 1年 野々村陸大（11位 1'10''72） 中部4位

男子２００ｍ平泳ぎ 1年 野々村陸大（11位 2'34''90） 中部3位

男子１００ｍバタフライ 1年 山田孟（25位 1'06''31） 中部7位

男子２００ｍバタフライ 1年 山田孟（26位 2'53''91） 中部7位

男子２００背泳ぎ 1年 森谷典（27位 3'02''84） 中部7位

男子２００ｍ個人メドレー 1年 新見怜也（24位 2'31''64） 中部7位

男子４００ｍ個人メドレー 1年 新見怜也（18位 5'33''23） 中部6位

男子４００ｍメドレーリレー 1年 新見、野々村、山田、2年 田中（17位 4'32''80） 中部5位

男子８００ｍリレー 1年 山田、新見、野々村、2年 田中（25位 9'32''67）） 中部8位

女子５０ｍ自由形 2年 立川和泉（19位 1'07''92） 中部4位

女子１００ｍ自由形 2年 立川和泉（11位 29''81） 中部5位

野　　球 4/29～5/7
春季東海地区高等学校野球
静岡県大会

9-6 知徳（2回戦）　3-1 三島南（3回戦）
3-7 常葉橘（準決勝）
10-3 東海大翔洋（3位決定）　　　　3位

中部1位

7/10～27
全国高等学校野球選手権
静岡大会

10-4 藤枝明誠（2回戦）　15-4 横須賀（3回戦）
3-4 浜松商業（4回戦）

9/19,25
10/2

秋季東海地区高等学校野球
静岡県大会

8-2 飛龍（2回戦）　4-1 磐田東（3回戦）
0-1 聖隷クリストファー（準決勝）
6-1 東海大静岡翔洋（3位決定戦）　　　　　3位

中部1位／東海大会へ

5/7,8 男子団体
2-0 桐陽（2回戦）　　2-0 下田（3回戦）
3-0 浜松学芸（4回戦)    2-1 浜松日体（準々決勝）
2-1 浜松工業（準決勝）　　0-2 静岡市立（決勝）　　２位

東海大会へ

3年 長倉謙伸（準優勝） 中部2位/全国大会へ

3年 松田和樹（4位） 中部推薦/全国大会へ

3年 長島優希　（1回戦） 中部13位

3年 松田・長倉ペア（準優勝） 中部2位/全国大会へ

3年 長島・一藤木ペア（2回戦） 中部11位

18歳以下男子シングルス 3年 長倉謙伸（優勝）、松田和樹（推薦） 東海大会へ

18歳以下男子ダブルス 3年 松田・長倉ペア（優勝） 東海大会へ

9/3 新人戦（中部大会） 男子団体 3-1 清水南（1回戦）　　2-3 静岡聖光（2回戦）

12/10 県新人戦 男子ダブルス 2年 中村・増井ペア（1回戦） 中部24位

5/７ 女子団体
2-0 伊東商業（2回戦）　　2-0 富士市立（3回戦）
2-1 浜松西(4回戦）　　0-2 磐田南（準々決勝）　ベスト8

3年 太田有紗　　ベスト16 中部6位

2年 飯田桃子（1回戦） 中部17位

5/21 女子ダブルス 3年 太田・2年 飯田ペア（2回戦） 中部7位

9/17,18 女子団体
3-2 浜北西　　3-2 磐田南（準々決勝）
0-3 静岡市立（準決勝）　　　　　　　　　　　3位

中部2位

2年 飯田桃子（2回戦）　　ベスト32 中部9位

2年 藤田愛矢（1回戦） 中部17位

2年 望月真希（1回戦） 中部19位

水　　泳

9/17,18 県新人大会

県高校総体

県高校総体

東海中日ジュニアテニス選手権
静岡県予選

女子テニス

県新人戦

女子シングルス8/11～16

男子ダブルス

男子シングルス

5/21,22

5/14,15

女子シングルス

男子２００ｍ個人メドレー

7/1～3

県高校総体

5/14

男子テニス

6/4,5,11



1年 河原美香（1回戦） 中部20位

2年 飯田・望月ペア　　　ベスト8 中部6位

1年 河原・貞方ペア　　　ベスト16 中部9位

2年 藤田・岡村ペア（2回戦）　　ベスト32 中部16位

2年 榛葉・1年 町田ペア（1回戦） 中部17位

1年 坂井・熊岡ペア（1回戦） 中部21位

5/28 県高校総体 男子団体 0-3 韮山（1回戦） 中部4位

4/24 高校総体（中部大会） 女子団体 静岡・榛原合同チーム（予選リーグ3位、決勝トーナメント出場）

5/29 県高校総体 男子個人 3年 佐藤・藤林ペア（1回戦） 中部12位

7/17 県国体予選 男子個人 2年 杉本・杉山颯ペア（１回戦）　　 中部10位

10/22 県新人戦 男子団体 0-3 富岳館（1回戦） 中部3位

4/29 高校総体（中部大会） 57-60 静岡北（2回戦）

10/23 選抜優勝大会静岡県大会 77-55 小笠（2回戦）　　62-83 常葉菊川（3回戦）

1/22 県新人戦
113-87 富士宮東（1回戦）　　59-82 浜松西（2回戦）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト16

中部3位

4/24,29
5/7,8

県高校総体（中部大会）

72-56 藤枝西（1回戦）　　73-56 静岡農業（2回戦）
28-110 駿河総合（3回戦）
52-50 清水南（9位決定1回戦）  32-70 島田商業（2回戦）
52-66 清水東（11位決定）

10/23 選抜優勝大会静岡県大会 69-40 沼津西（2回戦）　　44-92 浜松商業（3回戦）

1/22 県新人戦 54-93 沼津市立（1回戦） 中部10位

5/28 県高校総体 1-2 飛龍（1回戦） 中部10位

10/30 全日本選手権静岡県予選 0-2 浜松東（1回戦）

1/14,15 新人戦（中部大会）
2-0 清水東（1回戦）　　0-2 島田樟誠（2回戦）
9位決定　2-1 焼津中央（1回戦）　1-2 藤枝東（2回戦）

5/7 高校総体（中部大会） 0-2 静岡市立（1回戦）

10/30,11/5 全日本選手権静岡県予選
2-1 御殿場南（2回戦）  2-0 金谷（3回戦）
2-0 三島北（4回戦）　　0-2 星陵（5回戦）　　ベスト16

1/17 新人戦（中部大会） 0-2 静岡商業（2回戦）

4/23,24,29 高校総体（中部大会）
0-1 静岡東　　0-2 科学技術　　3-2 駿河総合
（予選リーグ　　　3位）

9/24 選手権静岡県大会1次トーナメント 0-5 浜松工業

1/7～9,15 新人戦（中部予選リーグ）
2-2 静岡商業　　2-2 駿河総合　　1-2 清水西
1-1 島田　　０勝１敗３分け

5/15,22
6/5

県高校総体
決勝トーナメント　14-7  科学技術（1回戦）
　　　　　　　　　　　14-13 静岡聖光学院（準決勝）
　　　　　　　　　　　  7-32 浜松工業（決勝）　　　　準優勝

東海大会へ

12/11～
　　　2/5

県新人戦

予選リーグ　81-0 科学技術　　14-47 東海大静岡翔洋
　　　　　　　　36-7 焼津水産　　不戦敗 中東部合同
決勝トーナメント　0-56 浜松工業（1回戦）
7位決定戦
　　38-0 西部合同（1回戦）
　　49-7 東中部合同（決定戦）　　　7位

5/4 高校総体（中部大会） 女子学校対抗 0-3 清流館（1回戦）

5/28 男子ダブルス 2年 泉谷・服部ペア（2回戦） 中部17位

5/21 女子個人 3年 秋山英里（2回戦） 中部13位

5/22 男子学校対抗 0-3 加藤学園（1回戦） 中部8位

2年 泉谷貴裕（2回戦） 中部ベスト32

2年 竹内芳樹（2回戦） 中部ベスト48

10/29 県新人戦 男子学校対抗 3-0 市立沼津（1回戦）　　0-3 静岡学園 中部6位

2年 泉谷貴裕（1回戦） 中部ベスト16

2年 竹内芳樹（1回戦） 中部ベスト32

女子シングルス 2年 亀甲結月（1回戦） 中部ベスト32

男子個人 3年 仲本義邦（1回戦）　　　1年 森下武登（1回戦） 

女子個人 2年 増田佳穂（1回戦）

ジュニアの部

ラグビー

柔　　道

ソフトテニス

女子テニス

県新人戦

女子シングルス8/11～16

11/19,20 女子ダブルス

卓　　球

1/22 県新人戦
男子シングルス

男子バレー

女子バレー

5/3

サッカー

女子バスケ

県高校総体

男子バスケ

9/10 県卓球選手権

高校総体（中部大会）



男子個人 1年 森下武登（2回戦）、前坂航輝（1回戦）、岩井響（1回戦）

女子個人 2年 増田佳穂（2回戦）

1/21 県新人戦 男子団体
勝ち（1年 岩井×、前坂○○○○×、森下○）- 御殿場（1回戦）
負け（岩井×、前坂×、森下△）- 浜松城北工業（2回戦）

3年 阿左見将弥（1回戦） 中部8位

3年 一ノ瀬智士（1回戦） 中部13位

6/5 男子団体 2-3 富士（1回戦） 中部9～12位

6/4 女子団体 2-3 田方農業(1回戦） 中部6位

男子団体 2-1 掛川西（1回戦）　　　0-3 吉原工業（2回戦） 中部8位

女子団体 0-1 星陵（1回戦） 中部6位

男子団体 3年 天野、榑林、横山、竹渕　　9位

女子団体 3年 岩崎、石川、増田、2年 高松　　4位入賞

8/18,19
静岡市南アルプス
高山植物保護セミナー

大学教授による講習と植生調査
　（1，2年生8名参加）

5/27 卬高祭ステージ発表
希望の歌、チャンスパターンメドレー、勝利の拍手 北方
ガッチャマン、校歌 　　披露

6/12 静岡県高等学校応援団フェスティバル 参加

7/ 野球応援

男子個人形 予戦敗退

女子個人形
3年 大塚美乃里　　　1次予選（グループ1位）
　　　　2次予選（グループ2位）　　決勝トーナメント3位

東海大会へ

男子個人組手 3年 片山蒼紫（4回戦） 　　　ベスト16

女子個人組手 3年 大塚美乃里（3回戦） ベスト16

男子団体組手 1-4 静岡北（1回戦）

女子団体組手 3-2 韮山（1回戦）　　0-5 御殿場西（2回戦）　　ベスト8

男子個人形 男子2名出場

女子個人形 女子3名出場

男子個人組手 2年 遠藤丈太　　ベスト16

女子個人組手 2年 多々良茉里　　ベスト16

男子団体組手 3-0 浜松修学舎（1回戦）　　1-3 浜松開誠館（2回戦）　ベスト8

女子団体組手
4-1 加藤学園（1回戦）　　3-1 浜松修学舎（2回戦）
0-3 御殿場西（準決勝）　　　　　　　　　　　　3位入賞

5/7 高校総体（中部大会） 女子団体 40射15中（12位タイ）

5/28
6/4

男子団体

予選 60射42中（3位）
準決勝 68＝予選42＋一立目14＋二立目12
決勝リーグ（20射）
　13-12 静岡東　　12-9 島田　　14-15 掛川東　　2位

中部4位/

東海大会へ

3年 増田大矩（12射11中）　決定戦3位 中部6位/東海総体へ

2年 杉本一紘（12射10中）　決定戦8位

3年 谷野元紀（決定戦進出）、纐纈広人、澤山穣
2年 蘇呈暤（決定戦進出）、杉本元太、徳永雅哉　　出場

女子個人 3年 荒木麻結、青島繭、2年 岩上京香、森みさと　　出場

男子団体 40射25中（第6位） 中部3位

女子団体 40射17中（第8位タイ） 中部1位

11/12 女子団体 24射15中（第7位）

2年  蘇呈暤（12射10中）　決定戦４位 東海選抜大会へ

2年　内野秀哉（決定戦進出）、望月勇希、徳永雅哉、
　　　水口祥、杉本一紘、野村優太、増田渓人
1年　青柳舜也、前原心、柚木隆良　　　　　　　　　出場

女子個人
2年　森　みさと（決定戦進出）、池田藍子（決定戦進出）
　　　鈴木ひかる、岩上京香、加山亜祐美、
　　　伊藤芽生、鈴木愛奈　　　　　　　　　　　　　　　出場

郷土研究 5/28 卬高祭展示
研究テーマ　2年「静岡市内各地の地名の由来」
　　　　　　　　3年「戦国武将 相良氏について」

化　　学 5/28 卬高祭実験展示
液体窒素、虹色の涙、炎色反応、ケミカルガーデン
スライム、裸のたまご、色の変わるホッとケーキ

5/28 卬高祭展示 写真（静高生活）展示、写真販売

10/16

柔　　道

県新人戦

10/23

10/22

写　　真

5/14

5/8

県高校総体

男子個人

男子個人

5/15

県高校総体

5/29

応援指導

5/23,24

6/4

山　　岳

県高校総体

10/8 新人戦（中部予選）

男子個人

空　　手

11/13

弓　　道

10/8 秋季県大会

県新人大会

1/14,15

県高校総体

剣　　道

県新人大会



6/11 中部第1回写真コンクール
1年 町田美咲（優秀賞）
2年 佐野日向子（入選）　　1年 山縣龍生（入選）

11/12 明治神宮大会（野球部）撮影

11/20 撮影技能講習会 馬籠宿、苗木城址

5/28 卬高祭展示 作品展示、ステンドグラス壁画制作

2年 大石唯 作品「待ち合わせ」　　静岡県高等学校文化連盟優秀賞

2年 石神穂果 作品「タルタのハビタット」　県高校美・工研優良賞

2年 稲葉素珠香 作品「It serves you right !」 県高校美・工研優良賞

10/17～ ふじのくに健康づくりポスターコンクール ポスター部門 1年 小倉すみれ　優良賞

インテリア部門 2年 大石唯　作品「Dream Catching Chair」 松坂屋静岡店賞

イラストレーション部門 1年 筧亜澄　入選

5/28 卬高祭展示 手作り紙、標本しおり、染め物、ドライフラワー製作

10/16 生物理科研究発表会（中部支部大会）

「身近な植物からの油の抽出と、その油の特徴調べ」
「麻機沼における絶滅危惧植物の調査」
「静岡市内七河川の水質調査と準絶滅危惧植物ミクリの
　株数の変動及び平成28年度における分布域について
　の研究」

5/27 卬高祭ステージ発表 にじいろ、AZZURRO-B、祖国への愛 演奏

8/19 県立総合病院慰問コンサート 受付ロビーにて、全国大会演奏曲とポップス4曲を披露。

11/23
県高文連器楽・管弦楽部門演奏会
兼ギター・マンドリンフェスティバル

ギター・マンドリン部門 4位入賞 東海大会へ

5/28 卬高祭展示・企画 展示、静高生クイズ

9/7 パソコン甲子園 出場

12/10 情報オリンピック 出場

「卬高新聞」発行
年5回発行を目標に活動。自治会の活動や学校行事、
特集ページでは生徒アンケートなども掲載。

6/19 県高連新聞専門部初心者大会 1年 中川真緒（最優秀賞）、塩澤広大（優秀賞）

5/27 卬高祭ステージ発表 「ノイジー　クリスマス」上演

6/19 中部高校演劇公演 「ミス ダンデライオン」上演

9/25 中部高校演劇研究大会 「ドシドンの放課後」上演　　優秀賞

11/27 県高校演劇研究大会 「ドシドンの放課後」上演　　優秀賞

5/28 卬高祭展示 作品展示、書道パフォーマンス

1/27～29 中部地区新春書作展

中部会-中部書道専門部会長賞　　2年 張惜語
奨励賞　　1年 柿本祐奈、檜皮ゆかり、川上ないる
　　　　　　　　　 榑松唯
　　　　　　 2年 神野璃子、橋本望史、前原里咲

5/28 卬高祭展示企画 プラネタリウム、立体星座の展示

校外活動 学期に１，２回。天体観測、博物館見学など。

5/27 卬高祭ステージ発表 天体観測、ディズニーメドレー、シングシングシング 演奏

11/23 高文連器楽・管弦楽専門部演奏会 努力賞

弦楽合奏 5/27 卬高祭ステージ発表 St. PAUL'S SUITE 、I Got Rhythm、Plink Plank Plunk 演奏

5/28 卬高祭企画 クイズ イントロ・ドン

3年 萩原志保（中部1位）　4位 全国大会へ

2年 杉本汐音（中部2位）佳作
3年 狩野麻衣（中部2位）、松原理沙（中部3位）
岡部明莉（中部入選）、2年 佐藤真歩（中部入賞）

朗読部門
3年 荻野紗史（中部3位）、見城美結（中部佳作）
2年 武田梨佐（中部入選）

5/27 卬高祭ステージ発表
Sun、スター・ウォーズ　コンサートセレクション
海の声、たなばた、ディスコ・キッド　　演奏

7/31 
静岡県吹奏楽コンクール
中部大会

高等学校の部 B編成 銀賞

地域イベント・自主演奏会等

 5/27 卬高祭
 6/25 静岡日赤まつり演奏
 7/    野球応援演奏
 8/20 安東地区夏祭り演奏
10/22 麻機遊水地フェスタ
11/19 大石内科循環器科デイケアセンター訪問演奏
11/20 静岡市民大音楽祭
12/27 ウインターコンサート
3/      野球部センバツ応援演奏

工　　学

生　　物

書　　道

美術・工芸部門

1/27～

吹奏楽

美　　術

ギター

NHK杯全国高校放送コンテスト
静岡県大会

写　　真

アナウンス部門

高校生デザイングランプリ

11/15～ 静岡県高校総合文化祭

地　　学

放　　送

マンドリン

6/19

演　　劇

新　　聞



3/31 第39回定期演奏会 グランシップにて

5/21 静岡県将棋選手権大会 個人戦 女子 2年 齊藤万佑子　　　準優勝 全国大会へ

男子個人 1年 石川和樹　3位 中部3位

女子個人 2年 齊藤万佑子　　　優勝 中部免除／全国大会へ

男子団体 1-2 富士見（１回戦） 中部2位

女子団体
3-0 磐田東（1回戦）　　2-1 富士見Ｂ（2回戦）
2-1 富士見Ａ（決勝）　　　　　　　　　　　　　　　優勝

中部予選なし

5/29 団体戦 男子 静岡Ａ 3-0 富士Ｂ（1回戦）　　0-3 浜松北Ａ　　　ベスト8 中部3位

個人戦 男子 2年 山杢明慈（中部6位）ベスト16、 寺田侑矢（中部11位）

個人戦（13路盤）
2年 杉山優斗（中部3位）、1年 野ｹ山壱晟（中部2位）
川井田洸生（中部4位）、松本栞（中部5位）

団体戦 男子

静岡Ａ
 2-1 富士宮西Ａ（1回戦）　　3-0 浜北西Ａ（2回戦）
 0-3 藤枝東Ａ（準決勝）　　2-1 静岡Ｂ（3位決定戦）　3位
静岡Ｂ
 3-0 浜松学院（1回戦）　　2-1 富士（2回戦）
 1-2 浜松北（準決勝）　　1-2 静岡Ａ（3位決定戦）　　4位

団体戦 女子 3-0 加藤学園（準決勝）　　2-1 富士宮西（決勝）　　1位 東海大会へ

男子個人Ａクラス 2年 望月政一郎 　11位

女子個人Ａクラス
2年 杉山美夏 5位、原典子 11位、大川夏実 14位
1年 松本栞 14位

茶華道 5/28 卬高祭 実演・展示 お茶会　＆　お花展示

同好会名 期　日 大会名等 種目等 出場者／結果／活動内容　等 備　考

5/28 卬高祭 障がい者施設で作ったお菓子の委託販売

7/22 英語パーティの企画 年1回　小学生を招待

・ＡＬＴとの会話交流（週1回昼休み）
・赤十字活動への参加（年2～3回）

10/30 生徒指導者講習会
静岡県、山梨県の高校より、約200名が集まり研修をし
た。

5/28 卬高祭
募金活動
（シフォンケーキ、クッキー等の配布）

1/7 冬の祭典
募金活動
（シフォンケーキ、パウンドケーキ、クッキー等の配布）

数　　学
　各自で問題に取り組み思考することが中心、全体として
の活動は週1回程度。

部活動名 期　日 大会名等 種目等 出場者／結果／活動内容 備　考

6/17～19 東海高校総体 男子走幅跳 2年 渥美裕太 （16位 6m38）

2年 渥美裕太 （9位 6m71）

1年 佐野裕太（16位 6m48）

女子１００ｍＨ 2年 松隅杏梨（予選 15''93）

10/22,23
29,30

秋季東海地区高等学校野球大会
4-1 桜丘（1回戦）　　　8-1 海星（2回戦）
9-2 三重（準決勝）　　5-1 至学館（決）　　　優勝

明治神宮大会へ

11/12 明治神宮野球大会 3-5 早稲田実業（1回戦）

男子シングルス 3年 松田和樹（1回戦）、長倉謙信（1回戦）

男子ダブルス 3年 松田・長倉ペア（2回戦）

男子団体 0-3 四日市工業（1回戦）

18歳以下男子シングルス 3年 長倉謙伸（2回戦）、松田和樹（2回戦）

18歳以下男子ダブルス 3年 松田・長倉ペア（2回戦）

男子シングルス 3年 長倉謙伸（2回戦）、松田和樹（1回戦）

男子ダブルス 3年 松田・長倉ペア（2回戦）

ラグビー 6/18,19 東海高校総体 24-14 稲生（1回戦）　　7-42 西陵（決勝）　 Ｂブロック2位

卓球 11/4 東海選手権 ジュニアの部 2年 泉谷貴裕（2回戦）

空　　手 6/18,19 東海高校総体 女子個人形 3年 大塚美乃里（予選リーグ Ｂグループ5位）

インターアクト

吹奏楽

ファンシー
アート

平成28年度　部活動大会結果等（東海大会等、全国大会）

静岡県高校囲碁選手権

総文祭囲碁部門県大会

10/1

10/2

8/5,6

男子走幅跳

7/17,18 東海中日ジュニアテニス選手権

6/18,19 東海高校総体

11/20

11/23

県高校将棋新人戦

囲　　碁

将　　棋

野　　球

陸上競技
10/29,30 東海高校新人戦

全国高校総体

男子テニス

6/11



男子個人
3年 増田大矩（決勝 12名）
　　　   ○○○○　（八寸的へ）　◎◎　→　優勝

男子団体

予選  20射12中（1回戦）　20射17中（2回戦）
　　　　　　合計 40射29中　　予選3位タイ
決勝トーナメント（20射）
　　15-11 桜丘（1回戦）　10-15 松阪工業（準決勝）　3位

11/19,20 東海選抜大会 男子個人 2年 蘇呈暤 決勝進出（順位なし）

美　　術 7/30～ 全国高校総合文化祭 美術・工芸部門 2年 大石唯 作品「ＹＵＭＥ」出品

7/27
全国高校ギター・マンドリン
音楽コンクール（H27年度より）

優秀賞

8/1 全国高校総合文化祭 器楽・管弦楽部門
合同演奏　　文化連盟賞
（静岡高・静岡市高マンドリン部、静岡城北高ギター部）

2/11 東海選抜高校ギター・マンドリンフェスティバル 優秀賞 H29.7全国大会出場予定

弦楽合奏 8/1 全国高校総合文化祭 器楽・管弦楽部門
静岡市合同オーケストラとして参加。　文化連盟賞
（静岡高、清水東高、清水西高、清水南高・中）

放　　送 7/25～27 NHK杯全国高校放送コンテスト アナウンス部門（個人） 3年 萩原志保（準々決勝進出）

吹奏楽 3/26 中部日本個人・重奏コンテスト本大会 個人の部 2年 村上恵太郎　フルート（金賞、理事長賞）

8/1～3 全国高校将棋選手権 個人戦女子 2年 齊藤万佑子（予選リーグ2勝2敗）

2/4,5 新人戦全国大会 個人戦女子
2年 齊藤万佑子（予選リーグ4勝1敗）
　　　　　　　　　　（決勝トーナメント1回戦敗退）

囲　　碁 11/20 東海高校囲碁選手権大会 団体戦 女子
2-1 宇治山田（1回戦）　　1-2 豊田北（準決勝）
0-3 南山（3位決定戦）　　　　　　　　　　　　　　　　4位

部活動以外

第二部 1年 一居 成　優勝（外務大臣賞・大臣杯受賞）第10回全国高等学校英語スピーチコンテスト（2/12)

将　　棋

東海高校総体6/18,19

マンドリン

弓　　道


