
平成３０年度 部活動対外試合等出場結果 
【卓球】 
滋賀県春季団体卓球大会 
男子 予選敗退 
女子 予選リーグ１位通過  決勝トーナメント３位 
平成３０年度近畿卓球選手権大会滋賀県予選会 
高校３年生の部 田中あかり ８位    山中莉花  ７位 
 
春季総体 
男子学校対抗 １回戦 滋賀短大附属高校 ３－０ 勝 
       ２回戦 彦根東高校    １－３ 負 
女子学校対抗 １回戦 安曇川高校    ０－３ 負 
女子ダブルス 山中・木戸組 ベスト８   田中・上野組 ベスト１６ 近畿大会進出 
女子シングルス 山中・上野組 ベスト３２ 
 
第７２回近畿高等学校卓球選手権大会 
山中・木戸組 １回戦 姫路商業高校 ０－３ 負 
田中・上野組 １回戦 姫路商業高校 ０－３ 負 
 
秋季総体 
男子学校対抗 １回戦 ３-１ 米原 
       ２回戦 １-３ 近江 
女子学校対抗 １回戦 ０-３ 近江兄弟社 
男子シングルス 赤田 翔 ベスト ６４ 
        カミムラ 政貴 ベスト ３２ 
女子シングルス 髙木 琉花 ベスト ３２ 
【弓道】 
滋賀県弓道選手権大会 高校の部 
近的競技 男子の部 １位 木下大智     女子の部 １位 中本神音 
遠的競技 男子の部 ２位 北川瑛琉     女子の部 １位 上西佐緒 
 
春季総体 
男子 
団体 総合優勝 近畿大会・全国大会進出 
個人近的 木原裕登 ３位   木下大智 ５位 
女子 



団体 近的 ５位  遠的 ４位 
個人近的 中本神音 ５位 
個人遠的 中本神音 ２位 
 
近畿大会 
男子団体予選 ２０射１５中 予選１位通過 
男子団体決勝トーナメント １回戦 翔西館 ９ — １１ 橿原 ベスト８ 
男子個人戦予選 木原裕登 ８射６中 予選通過 決勝射詰 ３本目失中 
        木下大智 ８射４中 予選敗退 
女子個人予選  中本神音 ８射５中 予選通過 決勝射詰 １本目失中 
 
全国大会 
男子団体予選 ２０射１４中 予選通過 
男子団体決勝トーナメント １回戦 翔西館 １３ － １４ 徳島市立  
 
県民体育大会 
男子近的団体 ２４射１２中           女子近的団体 ２４射１３中 ３位 
男子遠的団体 ２４射１５中 優勝        女子遠的団体 ２４射８中 ４位 
男子団体総合 ２位 
男子近的個人 宮川 ３位            女子近的個人 中本 ２位 
男子遠的個人 北川 ３位 
 
秋季総体 
男子近的団体予選    ２４射１７中 予選通過 
      決勝リーグ ４勝１負 ６０射３３中 優勝 
  遠的団体      ２４射１４中 ２位  男子団体総合優勝 
女子近的団体      ２４射７中  予選敗退 
  遠的団体      ２４射１０中 
  遠的遠的個人    中本  １位 
近畿大会 
男子近的団体予選    １２射８中 予選通過 
      決勝トーナメント準決勝 
       橿原１２  翔西館８   報徳学園９ 決勝進出ならず 
全国選抜大会 
男子近的団体戦 予選 １２射４中 予選敗退 
【ＩＴビジネス】 



第３６回近畿高等学校ワープロ競技大会 
第１打者 辻智大 ５７８純字 
第２打者 小川龍 ７３０純字 
第３打者 西岡隆太６８１純字   合計１，９８９純字  団体成績 １９／２２ 
 
春季大会 
小川龍  ６９１純字   西岡隆太 ６５０純字   村川真唯 ５９７純字 
団体６位 
 
秋季大会 
団体 ４位 
【陸上部】 
春季総体 
男子 
４００ｍ    ５位 山本剛士 
１１０ｍＨ   ２位 西村晟太郎  ７位 重信想我 
４００ｍＨ   ３位 川崎直輝   ５位 橘周平 
４×１００ｍＲ ６位 宮崎晃希 堀口龍生 高森翔 須戸遼 
４×４００ｍＲ ３位 山本剛士 堀口龍生 北尾迅 川橋直輝 
走高跳      ２位 西田涼平  ５位 大川海翔  ７位 富田惇史 
棒高跳      ２位 北尾迅   ３位 森岡郁登  ５位 岸川明斗 
走幅跳      １位 堀口龍生  ３位 川尻優輝  ８位 辻柊哉 
三段跳      ６位 辻柊哉   ７位 井戸本悠人 
円盤投      ４位 木村桜輝 
ハンマー投    ４位 北川椋太  ６位 木村桜輝 
八種競技     ２位 福田海斗  ７位 三木謙 
女子 
１００ｍ     ６位 古野花音 
８００ｍ     ７位 棚池叶歩 
１５００ｍ    ８位 棚池叶歩 
棒高跳      ４位 川口夏生 
走幅跳      ４位 中島千瑛  ７位 古野あおい 
三段跳      １位 島田歩果  ３位 中島千瑛 
砲丸投      ４位 野口七海 
円盤投      １位 垣立麻帆 
ハンマー投    １位 川崎莉奈  ３位 野口七海 



やり投      ３位 垣立麻帆 
秋季総体 
男子 
100m 4 位 11.13  須戸  遼(1) 
400m 4 位 49.90 琴寄  晴仁(1)  7 位 51.00 山本  剛士(2)  8 位 52.29 福田  海斗(1) 
110mH 1 位 15.27 西村  晟太朗(1)  2 位 w15.37 川橋  直輝(2) 
400mH 1 位 53.83 川橋  直輝(2)      2 位 55.34 橘  周平(2) 
4x100mR 3 位 42.70       4x400mR 1 位 3:20.63 
走高跳 3 位 1.90 大川  海翔(2) 4 位 1.84 富田  惇史(2) 
三段跳 5 位 13.30 木村  蒔月(2) 
円盤投 2 位 37.23 木村  桜輝(2) 
やり投 7 位 46.35 中塚  真夢(2) 
男子総合 2 位  トラック 2 位  フィールド 1 位 
 
女子 
200m  6 位 27.19 古野  花音(2) 
1500m 8 位 5:05.79 三和  愛梨(1) 
3000m 6 位 10:47.54 三和  愛梨(1) 
100H 3 位 15.81 鳥羽  美有(2) 5 位 16.65 西村  瑠夏(1) 6 位 16.90 友田  果凜(2) 
400H 7 位 1:10.64 西村  瑠夏(1) 
4x100mR 5 位 51.04   4x400mR 7 位 4:14.92 
棒高跳 1 位 2.80 川口  夏生(1) 3 位 2.50 村上  萌莉(1)  
走幅跳 2 位 5.16 島田  歩果(1) 4 位 4.88 川口  夏生(1) 7 位 4.81 古野  あおい(1) 
三段跳 1 位 11.44 島田  歩果(1) 5 位 10.54 古野  あおい(1) 
砲丸投 1 位 9.23 矢野  寿愛来(1)  2 位 9.13 安食  加葉(1) 6 位 8.56 野口  七海(2) 
円盤投 4 位 27.97 安食  加葉(1) 
ハンマー投 1 位 41.25 野口  七海(2)  4 位 32.13 矢野  寿愛来(1)  

５位 23.67 三原  椎名(1) 
やり投 1 位 36.42 福山  愛(1) 
女子総合 2 位  トラック 3 位  フィールド 1 位 
 
【サッカー部】 
春季総体 
１回戦 高島高校  １対０ 勝 
２回戦 米原高校  １対１ ＰＫ ４対５ 負 
 



秋季総体 
１回戦 八日市南高校  １対２ 勝 
２回戦 八幡商業高校  １１対０ 負 
【バスケットボール部】 
春季総体 
女子 
２回戦 比叡山高校 ３８対５７ 負 
 
男子 
１回戦 伊香高校 １０８対４７ 勝   ２回戦 石山高校 ４８対６２ 負 
 
秋季総体 
女子 
２回戦 翔西館 １４０対３ 綾羽 勝 
３回戦  〃   ４２対１０８ 伊吹 負 
男子 
１回戦 翔西館 ７２対５９ 甲西 
２回戦  〃  １０８対７１ 虎姫 
３回戦  〃  ８１対１１３ 草津東  ベスト１６ 
 
【バドミントン部】 
春季総体 
男子 
団体 
１回戦 石部高校 ５－０ 勝  ２回戦 草津東 ０－３ 負 ベスト１６ 
ダブルス 
野村・三上組 ベスト１６  佐野・桂田組 ベスト３２ 
シングルス 
野村竜矢 ベスト１６  細川奈央・三上淳平 ベスト３２ 
女子 
団体 
１回戦 滋賀学園高校 ５－０ 勝  ２回戦 八幡高校 １－４ 負 
ダブルス 
山口・石田組 ベスト３２ 
シングルス 
山口有紀乃・石田萌 ベスト３２ 



 
県民体育大会 
男子 １回戦 対 米原   ５-０ 勝 
   ２回戦 対 比叡山  ０-３ 負 
女子 １回戦 対 滋賀学園 ５-０ 勝 
   ２回戦 対 守山   ３-１ 勝 
   準々決勝対 彦根東  ３-２ 勝 
  準決勝 対 滋賀短大附属０-３ 負  ３位 
 
秋季総体 
男子 ２回戦 対 愛知 ５-０ 勝 
   ３回戦 対 守山 ３-１ 勝 
   ４回戦 対 彦根東１-３ 負 ベスト１２ 
女子 １回戦 対 守山 ５-０ 勝  
   ２回戦 対 湖南農３-０ 勝 
   ３回戦 対 彦根東０-３ 負 ベスト１６ 
男子ダブルス 岡田・藤本 ベスト３２ 
       西川・新前 ベスト６４ 
       田邊・吉田 初戦敗退 
女子ダブルス 中村み・松本 ベスト１６ 
       原田・中村美 ベスト３２ 
       木村・田中  ベスト６４ 
男子シングルス 岡田千勇気 ベスト３２ 
        藤本伊吹  ベスト３２ 
        田邊寛詠  ベスト３２ 
        西川瑞希  ベスト３２ 
女子シングルス 中村みお ２回戦敗退 
        松本愛花 ２回戦敗退 
        木村凪佐 ２回戦敗退 
        石居優鈴菜ベスト３２ 
 
【ソフトテニス部】 
春季総体 
女子団体 
１回戦 長浜北星高校 １－２ 負      個人戦 若林・馬見ペア ベスト６４ 
男子団体 



１回戦 大津商業高校 ０－３ 負      個人戦 大橋・池本ペア ベスト６４ 
 
県民体育大会 
女子団体 
一回戦 滋賀短大附属高校 ０-３ 負 
男子団体 
一回戦 彦根総合高校 １-２ 負 
秋季総体 
女子団体 
一回戦 彦根東 １-２負 
男子団体 
一回戦 草津高校 １-２ 負 
 
【剣道部】 
春季総体 
女子団体 １回戦 石山高校 ０－３ 負     個人戦 川村 ベスト１６ 
男子団体 高島高校 １－４ 負    愛知高校 ４－１ 勝 ベスト１６ 
男子個人戦 高橋 ２回戦 負 
 
秋季総体 
女子個人戦 
木戸 ２年生 １回戦敗退 
川村  〃  ２回戦敗退 
上田  〃    〃 
男子個人戦 
高橋 １年生 ベスト３２ ４回戦敗退 
青池 ２年生 １回戦敗退 
世古 １年生   〃 
山本  〃    〃 
行田  〃  ２回戦敗退 
三田村 〃  １回戦敗退 
女子団体   １-４ 米原   １回戦敗退 
男子団体   ４-１ 石山   勝 
       １-４ 草津東  負  ２回戦敗退 
 
【ハンドボール部】 



春季総体 
男子 
１回戦 米原高校 ２０－１９ 勝  ２回戦 彦根総合高校 ２０－２７ 負 
３位決定戦 彦根東高校 １８－１６ ３位決定 
女子 
１回戦 米原高校 ２２－９  勝  ２回戦 高島高校 ３１－８  勝 
準決勝 近江高校 ２９－２８  勝  決勝 立命館守山高校 ２４－１５ 優勝 
全国大会進出 
 
第６１回近畿大会 
女子 
２回戦 武庫川女子大附 ２９－１３ 勝  ３回戦 洛北 １７－３５ 負 ベスト８ 
 
全国大会 
女子 
１回戦 麻生 １６－２４ 負 
 
第７１回県民体育大会 
女子 
１回戦 米原 ２３－５ 勝 準決勝 八日市 ２４－１８ 勝  
決勝 立命館守山 １９－２７ 負 
 
秋季総体 
女子 予選リーグ 本校 ３３－９ 大津商 
            ２４－９ 高島 
   決勝リーグ    ３０－１３八日市 
            ２７－２９立命館守山   第２位 
            優秀選手 坪内絢美  岡本涼奈  野村真理 
男子 予選リーグ    ２７－１２ 彦根東 
            ３８－１３ 八日市 
   決勝トーナメント ４５－１３ 彦根工業 
        準決勝 ３１－２０ 彦根総合 
         決勝 １８－１４ 近江兄弟社  優勝 
 
全国選抜県予選 
女子 １回戦 本校 ３１－６ 米原 



   準決勝 本校 ２８－８ 八日市 
   決勝  本校 ２９－２１ 立命館守山 
 
【ホッケー部】 
春季総体 
男子 オープン参加 
伊吹高校 １－４ 負   長浜北高校 ０－０ 
女子 
伊吹高校 ０－２１ 負  伊吹高校 ０－２２ 負 
 
秋季総体 
男子 オープン参加 
翔西館 ０-１１ 伊吹 
翔西館 １-２  長浜北 
女子 
翔西館 ０-２０ 伊吹 
 〃  ０-１７   〃   準優勝  近畿大会出場決定 
 
近畿大会 
女子 翔西館 ０－５ 羽衣（大阪） 
【バレーボール部】 
春季総体 
女子 
滋賀短大附属高校 ０－２ 負    湖南農業高校 ０－２ 負 
男子 
高島高校 ０－２ 負   
敗者復活戦 大津高校 ２－０ 勝 
決勝トーナメント 立命館守山高校 ０－２ 負 
 
県民体育大会 
女子 
北大津高校 ２５－２２ 
      ２５－１７  勝 
滋賀短大附属高校   ７－２５ 
          １４－２５  負 
秋季総体 



女子 
対 水口  ０－２ 
  八幡  ２－０ 
  河瀬  ２－０ 
  八幡商 ０－２     ベスト１６ 
男子 
決勝トーナメント 
１回戦 
対 膳所  ２－０ 負 
【なぎなた部】 
春季総体 
優勝 北村みのり   準優勝 上林陽世加   ３位 大野藍里   ５位 原綾乃 
６位 渡野友梨香   ７位 藤原紀花 
秋季総体 
団体総合１位 
個人 
１位 北村みのり（全勝） 
２位 上林陽世加（３勝１敗） 
３位 大野藍里（２勝２敗） 
演技の部 
１位 北村みのり・多賀愛莉 
２位 大野藍里・渡野友梨香 
３位 上林陽世加・山田梨愛 
 
【水泳同好会】 
春季総体 
女子 
４００ｍ自由形 ２位 上田さくら 
８００ｍ自由形 ２位 上田さくら 
１００ｍ背泳  ３位 藤塚きりん 
２００ｍ背泳  ３位 藤塚きりん 
１００ｍバタフライ ２位 五味若葉 
５０ｍ自由形    ５位 五味若葉 
男子 
１００ｍバタフライ ４位 中野航輔 
２００ｍバタフライ ４位 中野航輔 



 
近畿大会 
上田さくら ８００ｍ自由形 予選敗退 ４００ｍ自由形 予選敗退 
藤塚きりん １００ｍ背泳ぎ 予選敗退 ２００ｍ背泳ぎ 予選敗退 
五味若葉  ２００ｍ自由形 予選敗退 １００ｍ自由形 予選敗退 
中野航輔  ２００ｍバタフライ予選敗退 １００ｍ バタフライ 予選敗退 
 
県民体育大会 
上田さくら ４００ｍ 自由形 ３位 ８００ｍ 自由形 ３位 
藤塚きりん １００ｍ 背泳ぎ ２位 ２００ｍ 背泳ぎ ２位 
五味若葉  ５０ｍ  自由形 ５位 １００ｍ 自由形 ６位 
木川慶太  ５０ｍ  自由形 ２２位 
中野航輔  １００ｍバタフライ２位 ２００ｍバタフライ２位 
赤谷遼太  ５０ｍ  自由形 ３２位 １００ｍ背泳ぎ １５位 
滋賀県高等学校選手権 
女子 
４００ｍ自由形 ２位  上田さくら 
８００ｍ自由形 ３位  上田さくら 
１００ｍ背泳  ４位  藤塚きりん 
２００ｍ背泳  ３位  藤塚きりん 
１００ｍバタフライ ２位 五味若葉 
２００ｍ自由形 ３位  五味若葉 
女子総合  ６位 
男子 
１００ｍバタフライ ７位  中野航輔 
２００ｍバタフライ ４位  中野航輔 
 
秋季総体 
２６１３ 五味 若葉 ５０ｍバタフライ ３位 近畿大会出場 
２２１０ 木川 慶太 ５０ｍ背泳ぎ ２２位 
２９２９ 中野 航輔 ５０ｍバタフライ ２位 近畿大会出場 
１５１０ 赤谷 遼太 ２００ｍ個人メドレー １０位 
 
近畿新人大会 
２６１３ 五味 若葉 ５０ｍバタフライ １４位 
２９２９ 中野 航輔 ５０ｍバタフライ  ８位 



【写真部】 
滋賀県高校総合文化祭写真部門写真展 
２－２ 村長心愛 佳作 
 
【野球】 
選手権滋賀大会   
１回戦 甲西 ８－６ 本校 負 
 
秋季近畿地区滋賀大会 
１回戦 長浜北 ２－３ 本校 勝 
２回戦 伊香  ７－０    負 
 
１年生大会 
２回戦 野洲  １－８    勝 
３回戦 八幡・八日市南  ３－９  勝 
４回戦 草津東 ０－５    勝 
決勝  近江  ７－４    負    第２位 
 
【演劇部】 
第３８回近畿高等学校総合文化祭 演劇部門 
 滋賀県代表として参加  奨励賞受賞 
 


