
平成２８年度 部活動対外試合等 出場結果 

【バドミントン】 

□春季総合体育大会 5.28～6.2 

 女子団体 1回戦 翔陽0○－●5草津東 

 男子団体 1回戦 翔陽1●－○4八日市 

 女子個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 岡治2回戦敗退 

          清水2回戦敗退 

          外山2回戦敗退 

          山田2回戦敗退 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 岡治・清水ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

    高橋・角田ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

    林 ・本城ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

 男子個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 前川3回戦敗退 

          渡邊2回戦敗退 

          若林3回戦敗退 

          宇野2回戦敗退 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 前川・内田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

    一木・馬場ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

    上田・寺戸ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

□滋賀県民体育大会 8.17～8.18 

 男子団体 1回戦 翔陽5○－●0石部 

      2回戦 翔陽1●－○3米原 

      1回戦 翔西館2●－○3愛知 

 女子団体 1回戦 翔陽5○－●0彦根総合 

      2回戦 翔陽1●－○3能登川 

□近畿バトミントン選手権大会県予選会兼新人大会9.10 

 男子個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 篠原 3回戦敗退 

          山本 3回戦敗退 

          川端 3回戦敗退 

          桂田 2回戦敗退 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川端・山本ﾍﾟｱ ﾍﾞｽﾄ 32 

    小倉・西村ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

    篠原・奥居ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

女子個人 ｼﾝｸﾞﾙｽ 寺元 ﾍﾞｽﾄ 32 

          石田 ﾍﾞｽﾄ 32 

          西村 ﾍﾞｽﾄ 32 

          山口 2回戦敗退 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西村・田代ﾍﾟｱ ﾍﾞｽﾄ 32 

    山口・石田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

    岡田・市田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

□秋季総合体育大会 10.27 

 男子団体 2部ﾘｰｸﾞ 2回戦 翔陽1●－○3膳所 

 女子団体 2部ﾘｰｸﾞ 2回戦 翔陽2●－○3比叡山 

【弓道】 

□滋賀県弓道選手権大会 5.3～5.4 

 男子個人 近的 坂井 匠真 1位 

□春季総合体育大会 5.28～5.29 

 男子個人 坂井 匠真 8位入賞 近畿大会出場 

 男子団体 近的40射13中 予選敗退 

      遠的40射14中 予選敗退 

 女子団体 近的40射18中 予選敗退 

      遠的40射14中 予選敗退 

□第69回近畿高等学校弓道大会7.23 

 男子個人 坂井 匠真 4位入賞 

□秋季総合体育大会 10.27～10.29 

 男子個人 秋宗 慧哉 入賞ならず 

   団体 近的競技 24射14中 

      遠的競技 24射10中 

 女子団体 近的競技 24射8中 

      遠的競技 24射4中 

【剣道】 

□春季総合体育大会 6.2～6.3 

 男子団体 １回戦 翔陽1●－○4東大津 

男子個人  高石、坂東 1回戦敗退 

      澤村、漢見 2回戦敗退 

女子団体  1回戦 翔陽0●－○5草津東 

 女子個人  野村 1回戦敗退 

       宮崎、中村、山本 2回戦敗退 

□秋季総合体育大会 10.27～28 

 男子個人 漢見 4回戦敗退 ﾍﾞｽﾄ 32 

 女子個人 中村 2回戦敗退 

□滋賀県剣道優勝大会1.15 

 男子団体 1回戦 翔西館1●-○3膳所 

【ソフトテニス男子】 

□春季総合体育大会 5.28～6.2 

 団体戦 

  西・翔西館 2回戦 0●-○2大津商業 

    翔 陽 2回戦 0●-○2草津 

 個人戦    吉田・寺村ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        出口・茶木ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        富田・伊吹ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

        野村・伊野ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        丸山・曽我ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        大橋・池本ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        砂糖・北村ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

□県民大会 

 団体戦 

  彦根翔西館 1回戦 1●-○2玉川 

 個人戦    野村・伊野ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        松山・茶木ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        佐藤・北村ﾍﾟｱ 1回戦敗退 

        出口・北村ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

【ソフトテニス女子】 

□春季総合体育大会 5.28～6.2 

 団体戦 

西・翔西館 2回戦 2○-●1伊香 

        3回戦 1●-○2八幡商業 

    翔 陽 2回戦 2○-●1伊吹 

        3回戦 0●-○2高島 

 個人戦    平尾・西山ﾍﾟｱ 4回戦敗退 



上田・北川ﾍﾟｱ 4回戦敗退 

        中村・長尾ﾍﾟｱ 3回戦敗退 

        柴田・山田ﾍﾟｱ 3回戦敗退 

        西川・武立ﾍﾟｱ 3回戦敗退 

        谷口・松田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        寺田・松原ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        池田・内田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        大塚・寺田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

□県民大会 

 団体戦 

3校合同  1回戦 1●-○2堅田 

 個人戦    西川・内田ﾍﾟｱ 4回戦敗退 

        大塚・池田ﾍﾟｱ 2回戦敗退 

        寺田・松田ﾍﾟｱ初戦敗退 

        谷口・中村ﾍﾟｱ初戦敗退 

        福永・松原ﾍﾟｱ初戦敗退 

        兼田・長尾ﾍﾟｱ初戦敗退 

 

【卓球】 

□春季総合体育大会 

 男子団体 1回戦 翔陽・翔西館0●-○3安曇川 

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 藤井・宇野 2回戦敗退 

喜田・森下 2回戦敗退 

      寺元・西尾 3回戦敗退 

      山中・福田 2回戦敗退 

男子ｼﾝｸﾞﾙ  木村友也  1回戦敗退 

       寺元大祐  2回戦敗退 

      西尾翔也  3回戦敗退 

      小菅翔太  3回戦敗退 

      宇野 翔  1回戦敗退 

      喜田健文  2回戦敗退 

      森下将吾  3回戦敗退 

      藤井直人  3回戦敗退 

女子団体 1回戦 三校合同1●-○3彦根東 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小森・北川 1回戦敗退 

      武田・早川 2回戦敗退 

女子ｼﾝｸﾞﾙ  木戸彩月  1回戦敗退 

      上野優奈  1回戦敗退 

      武田茉莉   1回戦敗退 

      山中莉花  3回戦敗退 

      田中あかり 2回戦敗退 

□秋季総合体育大会 

 男子団体 3回戦 三校合同0●-○3瀬田工業 

 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 薩摩・寺田 2回戦敗退 

       森下・伊藤 2回戦敗退 

       喜田・北村 3回戦敗退 

       佐々木・福田2回戦敗退 

 男子ｼﾝｸﾞﾙ  森下将吾  2回戦敗退 

       寺田頼永  1回戦敗退 

       北村英之  2回戦敗退 

       伊藤日向  2回戦敗退 

       福田陽己  1回戦敗退 

       喜田健文  4回戦敗退 

 女子団体  準々決勝 三校合同1●-○3草津東 

       ベスト８ 近畿大会出場 

 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 早川・北川 2回戦敗退 

       武田・小森 2回戦敗退 

       木戸・山中 1回戦敗退 

       上野・田中 3位入賞 

 女子ｼﾝｸﾞﾙ  上野優奈  3回戦敗退 

       木戸彩月  2回戦敗退 

       小森 純  1回戦敗退 

       山中莉花  2回戦敗退 

       武田茉莉  2回戦敗退 

       北川麻友  1回戦敗退 

□近畿高校新人卓球大会 

 女子団体  1回戦 三校合同3○-●2北嵯峨 

       2回戦 三校合同0●-○3奈良女子 

 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 上野・田中 1回戦敗退 

【女子バスケットボール】 

□春季総合体育大会 5.28～6.2 

 1回戦 翔陽71○－●22甲南 

 2回戦 翔陽48●－○83八幡商業 

□秋季総合体育大会 10.27～11.5 

 1回戦 翔陽69○－●39能登川 

 2回戦 翔陽37●－○150滋賀短期大学付属 

□滋賀県民体育大会バスケットボール競技1.14～15 

 1回戦 翔陽20○-●0栗東 

 2回戦 翔陽21●-○163近江兄弟社 

【男子バスケットボール】 

□春季総合体育大会 5.28～6.2 

 １回戦 翔陽59●－○89守山 

□秋季総合体育大会 10.27～11.5 

 １回戦 翔陽75○－●62安曇川 

 2回戦 翔陽47●－○116八幡工業 

□滋賀県民体育大会 1.14 

 1回戦 翔陽60●-○82立命館守山 

【女子バレーボール】 

□春季総合体育大会 6.2 

 予選ﾘｰｸﾞ  翔西館0●－○2能登川 

      翔西館0●－○2長浜 

□滋賀県民体育大会 9.10 

 1回戦   翔西館2○－●0虎姫 

 2回戦   翔西館0●－○2近江兄弟社 

□秋季総合体育大会 10.27～10.28 

 予選ﾘｰｸﾞ  翔西館0●－○2滋賀短期大学付属 

       翔西館2○－●1玉川 

 決勝T1回戦 翔西館2○－●1虎姫 

    2回戦 翔西館0●－○2八幡商業 

【男子ハンドボール】 

□春季総合体育大会 6.2～6.4 

 予選ﾘｰｸﾞ 翔陽53○－●2愛知 

      翔陽17●－○20八日市 

 準々決勝 翔陽13●－○22近江兄弟社  ベスト８ 

□第６９回滋賀県民体育大会 8.7～8.8 

      翔陽13○－●6立命館守山 

翔陽21○－●9八日市 

翔陽29○－●16米原 

翔陽14●－○22近江兄弟社   ２位 

□秋季総合体育大会 10.27～10.29 

 予選ﾘｰｸﾞ 翔陽26○－●9河瀬 

      翔陽31○－●11彦根工業 

 準々決勝 翔陽36○－●16立命館守山 



準決勝 翔陽23○－●8彦根東 

決勝 翔陽 23●－○25 近江兄弟社   ２位（近畿

大会出場） 

□第40回近畿高校ハンドボール新人大会1.20～1.22 

 予選ﾘｰｸﾞ 翔陽15●-○16桃山学院（大阪） 

      翔陽27○-●17那賀（和歌山） 

【女子ハンドボール】 

□春季総合体育大会 6.2～6.4 

 予選ﾘｰｸﾞ 翔陽12○－●11八日市 

準々決勝 翔陽19○－●17河瀬 

 準決勝  翔陽18○－●12近江 

 決勝   翔陽12●－○23立命館守山 

優秀選手 喜多 美乃里、西本 菜々子 

     北川 新菜 、内西 真菜 

                ２位 近畿大会出場 

□近畿高校ハンドボール選手権大会 7.16～7.18 

 １回戦 翔陽14●－○22武庫川女子大学附属（兵庫） 

□第６９回滋賀県民体育大会 8.7～8.8 

1回戦 翔陽20○-●9米原 

準決勝 翔陽19○-●11八日市 

決勝  翔陽14●-○18立命館守山   ２位 

□秋季総合体育大会 10.27～10.29 

 予選ﾘｰｸﾞ 翔陽9●－○16大津商業 

 1回戦  翔陽29○－●9高島 

 準決勝  翔陽7●－○21立命館守山 

三決   翔陽16●－○19近江   ベスト４ 

 

【サッカー】 

□春季総合体育大会  

 1回戦  翔西館0●－○16野洲 

□秋季総合体育大会 10.27 

 1回戦  翔西館0●－○16比叡山 

 

【野球】 

□全国高校野球選手権大会 滋賀大会 7.9～7.27 

 1回戦 本校6○－●2綾羽 

 2回戦 本校2●－○3水口 

□秋季高校野球 滋賀大会 9.17～10.8 

 1回戦 本校9○－●6八幡工業 

 2回戦 本校10○－●0草津 

3回戦 本校11○－●1東大津 

 準々決勝 本校4○－●2滋賀短期大学付属 

準決勝 本校0●－○7近江  最終結果 3位 

□1年生大会 11.12 

  2回戦 本校4○－●2水口 

3回戦 本校3○－●0長浜北 

  準々決勝 本校7○－●12瀬田工業 ﾍﾞｽﾄ 8 

【陸上】 

□春季総合体育大会6.2～6.4（皇子山） 

 男子 4×100mR  石塚・堀口・森本・福永 4位 

    走高跳   相川竜輝 7位 

    棒高跳   福永凌太 1位 

          中塚洋夢 7位 

          北尾 迅 8位 

    走幅跳   堀口龍生 5位 

    男子フィールド    7位 

 女子 400m    鶴田 瞳 5位 

    800m    福永優菜 7位 

          福永陽和 8位 

    1500m    福永優菜 6位 

    4×100mR  大西・鶴田・藤原・福永 4位 

    走高跳   田井中優花4位 

    走幅跳   大西瑞生 6位 

    円盤投   川尻絢未 4位 

          垣立麻帆 5位 

          山本花音 6位 

    女子フィールド    1位 

□近畿総合体育大会 

 男子 4×100mR  石塚・堀口・森本・福永 予選敗退 

    走幅跳   堀口龍生 予選敗退 

棒高跳   福永凌太 2位 

          インターハイ出場 

 女子 4×100mR  大西・鶴田・藤原・福永 予選敗退 

    400m    鶴田瞳  予選敗退 

    1500m    福永優菜 予選敗退 

    走高跳   田井中優花 予選敗退 

    走幅跳   大西瑞樹 予選敗退 

    円盤投   川尻絢未 予選敗退 

          垣立麻帆 予選敗退 

          山本花音 予選敗退 

□県民体育大会7.22 

 男子 3000mSC   北川怜弥 6位 

    走高跳   相川竜輝 3位 

    円盤投   西村啓利 7位 

    ﾊﾝﾏｰ投   北川涼太 5位 

    男子フィールド    2位 

 

 女子 200m    藤原安純 6位 

    800m    福永優菜 2位 

    1500m    福永陽和 3位 

    100H    杉本夕夏 6位 

    4×100mR  加藤・大西・岸田・藤原 7位 

    走高跳   田井中優菜5位 

    走幅跳   大西瑞生 4位 

    円盤投   垣立麻帆 2位 

    女子総合       3位 

    女子フィールド    3位 

    女子トラック     7位 

□全国総合体育大会 

 男子 棒高跳   福永凌太 16位 

□滋賀県高校ユース大会8.17～8.19 

 1年男子 

    200m    石塚友貴 7位 

    5000m    奥田寛也 7位 

    110H    重信想我 3位 

    400H    堀口龍生 1位 

    走高跳   西田涼平 3位 

    棒高跳   北尾 迅 2位 

          中塚洋夢 4位 

    走幅跳   堀口龍生 1位 

    三段跳   井戸本悠人1位 

          辻 柊哉 5位 

    ﾊﾝﾏｰ投   北川涼太 1位 

    1年男子総合     2位 



    1年男子フィールド  2位 

    1年男子トラック   8位 

 2年男子 

    円盤投   西村啓利 4位 

    男子総合       5位 

    男子フィールド    1位 

 1年女子 

    400m    加藤夕空 6位 

    800m    福永陽和 2位 

    1500m    福永陽和 3位 

    4×400R   藤原・大西・福永・加藤 4位 

    円盤投   垣立麻帆 1位 

          川崎莉奈 5位 

    ﾊﾝﾏｰ投   川崎莉奈 4位 

    やり投   垣立麻帆 1位 

    1年女子総合     4位 

    1年女子フィールド  1位 

    1年女子トラック   5位 

 2年女子 

    200m    藤原安純 8位 

    400mH    大西瑞生 5位 

    走高跳   田井中優花3位 

    走幅跳   大西瑞生 3位 

    円盤投   中川由唯 6位 

    やり投   重森明日香7位 

    2年女子総合      7位 

    2年女子フィールド   3位 

    女子総合        3位 

    女子フィールド     5位 

    女子トラック      8位 

 

□近畿高校ユース大会 

 男子 110H    重信想我 予選敗退 

    400H    堀口龍生 6位 

走幅跳   堀口龍生 6位 

走高跳   西田涼平 14位 

    三段跳   井戸本悠人8位 

    棒高跳   北尾 迅 決勝進出 記録無し 

    ﾊﾝﾏｰ投   北川涼太 5位 

 女子 円盤投   垣立麻帆 5位 

    やり投   垣立麻帆 3位 

    800m    福永陽和 予選敗退 

    1500m    福永陽和 15位 

    走高跳   田井中優花 決勝進出 記録無し 

    走幅跳   大西瑞生 決勝進出 欠場 

    4×400R   藤原・加藤・福永・岸田 予選敗退 

 

□国民体育大会 

 男子 棒高跳   福永凌太 入賞なし 

□秋季総合体育大会10.27～10.29 

 男子 400mH    堀口龍生 3位 

    3000mSC   奥田寛也 7位 

    棒高跳   北尾 迅 2位 

          中塚洋夢 5位 

          森岡郁都 8位 

    走幅跳   堀口龍生 2位 

          中河克樹 3位 

    三段跳   井戸本悠人3位 

          辻 柊哉 6位 

    円盤投   西村啓利 8位 

    ﾊﾝﾏｰ投   北川涼太 5位 

    男子総合       4位 

    男子フィールド    2位 

 女子 800m    福永陽和 3位 

    1500m    福永陽和 3位 

    4×100mR  加藤・大西・岸田・谷川 7位 

    4×400mR  藤原・加藤・谷川・岸田 7位 

    走高跳   田井中優花4位 

    走幅跳   大西瑞生 4位 

    円盤投   垣立麻帆 4位 

          中川由唯 5位 

    ﾊﾝﾏｰ投   川崎莉奈 3位 

    やり投   重森明日香5位 

    女子総合       6位 

    女子フィールド    4位 

    女子トラック     8位 

□滋賀県駅伝競走大会11.6 

 男子 増田・菅沼・北川・奥田・巽・成清・木村 9位 

 女子 福永優・福永陽・加藤・和田・菅沼 6位 

                近畿駅伝競走大会出場 

 

【水泳】 

□県高校選手権水泳大会（近畿予選大会）6.11～6.19 

 女子 競泳    上田さくら 800自由形 3位 

                    近畿大会出場 

                400自由形 6位 

                    近畿大会出場 

          藤塚きりん 100背泳ぎ 9位 

                200背泳ぎ 6位 

                    近畿大会出場 

 女子 高飛込   日比野朱里 1位（259.65点） 

          北村志穂  前回大会を参考 

                  2名近畿大会出場 

    飛板飛込  日比野朱里 1位（259.65点） 

          北村志穂  前回大会を参考 

                  2名近畿大会出場 

 

□第70回近畿大会水泳競技大会7.22～7.24（大阪） 

 女子 競泳    上田さくら 800自由形 予選31位 

                400自由形 予選36位 

          藤塚きりん 200背泳ぎ 予選36位 

 女子 高飛込   日比野朱里 9位（260.25点） 

               インターハイ出場権獲得 

          北村志穂は怪我のため棄権 

 女子 飛板飛込  日比野朱里 9位（259.90点） 

          北村志穂は怪我のため棄権 

□第84回インターハイ水泳競技大会8.16～17（広島） 

 女子 高飛込  日比野朱里 31位(32人中）(150.20点） 

□秋季総合体育大会9.2～9/4（彦根） 

 女子 競泳    上田さくら 400自由形5位 

800自由形2位 

          藤塚きりん 100背泳ぎ5位 

200背泳ぎ4位 

 女子 飛板飛込  日比野朱里 1位（156.85） 

女子 高飛込   日比野朱里 1位（161.10点） 

 女子総合 彦根翔陽1位（4年連続4回目） 

 



【ＩＴビジネス】 

□第50回滋賀県高等学校ワープロ競技春季大会 5.28 

 団体8位 

□第63回滋賀県高等学校珠算電卓競技大会 6.4 

 珠算の部 3位 

 電卓の部 3位 

□滋賀県高等学校情報処理競技大会 6.4 

団体 3位 

個人 7位 南 隆仁 

   16位 高居 駿哉 

   19位 土居 侑介 

□第36回全国高等学校IT・簿記選手権大会 7.21 

 団体 ブロック順位 12位 

 個人 南 隆仁 61位 

□第34回全国高等学校ワープロ競技大会秋季大会 10.22 

 団体5位 

 

【簿記】 

□第36回全国高等学校IT・簿記選手権大会 7.20～7.21 

 日商簿記1級部門 大橋 千晶、水谷 葉月、 

鶴田 瞳 出場 

 簿記部門 上田 綾人、馬場 尚人 

中川 もも、奥居 楓太 出場 

学校として「優秀賞」を受賞 

中川もも「敢闘賞」を受賞 

 

 


