部活動報告
平成２９年１２月～平成３０年６月

『運動部』
■バスケットボール
男子
▽三重県高校新人大会北地区予選会 1/6～1/13
２回戦
四日市１１２－６０ 桑名北
３回戦
四日市 ７４－９８ 四日市農芸
下位１回戦 四日市 ９９－５６四日市中央工業
５位決定戦 四日市 ８３－７１ 桑名
▽三重県高校新人大会 1/20～1/28
１回戦
四日市 ８０－６５ 伊勢工業
２回戦
四日市 ２７－９９ 四日市工業
▽三重県高校総合体育大会北地区予選会
4/21～4/29
２回戦
四日市 ６９－５４いなべ総合学園
３回戦
四日市１３４－２６ 鈴鹿
準決勝
四日市 ６７－７１ 桑名
３位決定戦 四日市 ９５－４７四日市中央工業
▽三重県高校総体 5/25～5/27
１回戦
四日市 ５４－７１ 津
女子
▽三重県高校新人大会北地区予選会 1/6～1/13
１回戦
四日市 ６２－１１３四日市農芸
▽三重県高校総合体育大会北地区予選会
4/21～4/29
１回戦
四日市 ３２－７５ 四日市南
■バレーボール
男子
▽三重県高校新人大会 2/10
２回戦 四日市 ２－１ 四日市西
３回戦 四日市 ０－２ 津
▽三重県高校春季大会 4/28
１回戦 四日市 ２－０ 木本
２回戦 四日市 ０－２ 相可
▽三重県高校総体 5/25
２回戦 四日市 ０－２ 伊勢
女子
▽三重県高校新人大会 2/10
１回戦 四日市 １－２ 松阪
▽三重県高校春季大会 4/28
２回戦 四日市 １－２ 皇學館
▽三重県高校総体 5/25，26
１回戦 四日市 ２－０ 暁
２回線 四日市 ２－０ 川越
３回線 四日市 ０－２ 津商業
■硬式野球
▽春季東海地区高校野球
三重県大会 四日市地区予選 3/24～4/1
１次予選
1 回戦
四日市９－３ 四日市四郷
2 回戦
四日市 ０－５ 菰野

２次予選
2 回戦
四日市１０－３ 四日市農芸
代表決定戦
四日市 ８－７ 四日市南
▽春季東海地区高校野球 三重県大会 4/14～15
１回戦
四日市 ９―６ 津西
２回戦
四日市 １－８ いなべ総合
■テニス
▽冬季ジュニアテニス選手権大会 1/7
１８歳以下女子シングルス第１０位 伊藤こなつ
▽冬季チャレンジテニス選手権大会 1/13
男子準優勝 徳本 拓也
第３位 金森 雄三
女子第３位 田中 凜
▽三重県高校総体 4/28,29 5/25～27
男子団体戦 ２回戦
３－０ 松阪
３回戦
３－０ 津工業
準々決勝
２－１ 海星
準決勝
２－１ 津田学園
決勝
０－３ 四日市工業
男子 準優勝（東海大会、全国大会出場）
優秀選手賞 神谷康太、金森雄三
福井大将
女子団体戦 ２回戦
２－１ 津
３回戦
３－０ 相可
準々決勝 ３－０ 名張青峰
準決勝
０－３ 津商業
３位決定戦 ０－２ 津田学園
女子 ４位
優秀選手賞
清田悠衣・伊藤こなつ
男子シングルスベスト３２ 神谷康太・徳本拓也
ベスト６４ 金森雄三
男子ダブルス ベスト３２ 神谷康太・徳本拓也
金森雄三・福井大将
女子シングルスベスト３２ 伊藤こなつ・有吉亜咲美
ベスト６４ 清田 悠・田中 凜
井上涼菜、
・児玉琴奈
女子ダブルス ベスト３２ 伊藤こなつ・有吉亜咲美
▽ダンロップ三重県選抜ジュニアテニス選手権大会
6/10
女子１６歳以下ダブルス ベスト８ 川出帆乃佳
（ペアは津高校）
▽東海高校総体
6/16
男子団体戦 １回戦 ０－３ 名古屋高校（愛知県）
■ソフトテニス
男子
▽東海高校総体ソフトテニス競技会
県予選大会個人戦 4/21,22
５ペア出場
東海高校総体ソフトテニス競技会
県予選大会団体戦 4/29
２回戦 四日市 ０―３ 宇治山田
▽三重県高校総体個人戦 5/25,26

１１ペア出場
三重県高校総体団体戦 5/27
２回戦 四日市 ０―３ 津
■バドミントン
▽三重県秋季大会（個人戦

1/13）

男 子 ３ 部 シ ン グ ル ス ベ ス ト 16 保 坂 佳 吾
女 子 ３ 部 シ ン グ ル ス ベ ス ト 16 伊 藤 未 夢

▽ 三 重 県 新 人 大 会 （ 団 体 戦 2 / 10 ～ 1 1 ）
男子団体戦
１回戦 四日市Ｂ２－１神戸Ｂ
２回戦 四日市Ｂ０－２伊勢工業Ａ
２回戦 四日市Ａ２－０飯南
３回戦 四日市Ａ０－２津西Ａ
女子団体戦
２回戦 四日市Ａ０－２宇治山田Ａ
２回戦 四日市Ｂ０－２松阪Ａ
▽ 北 勢 地 区 春 季 大 会 （ 個 人 戦 4/7）
女子２部 シングルス 第３位

岡田智尋

▽三重県高校総体
（ 個 人 戦 4/28～ 30

5/5

団 体 戦 5/25～ 27）

女子２部 ダブルス
ベ ス ト 16 虫 鹿 七 海 ・ 小 林 莉 世 組
ベ ス ト 16 岡 田 智 尋 ・ 近 藤 和 佳 組
男子２部 シングルス
第３位
松岡亮佑
女子２部 シングルス
ベ ス ト 16 虫 鹿 七 海
ベ ス ト 16 岡 田 智 尋
男子団体戦
２回戦 四日市０－３津工業
女子団体戦
１回戦 四日市３－０菰野
２回戦 四日市０－３暁
■柔道
▽三重県高校柔道新人大会 1/13.20
男子団体戦 １回戦 四日市 ２人残し ○稲生
男子個人戦 ６０kg 級 ５位 伊藤陽祐
▽三重県高校柔道選手権大会 4/21
男子団体戦 １回戦 四日市２代表戦２○桑名北
▽三重県高校総体 5/26.27
男子団体戦 １回戦 四日市 ４－１ 紀南
２回戦 四日市 ０－５ 名張
男子個人戦 ６０kg 級 ５位 伊藤陽祐
■剣道
▽三重県高校剣道新人大会 1/20
男子団体 一回戦 四日市 1/0 － 7/3 いなべ
女子団体 一回戦 四日市 0/0 － 8/4 白子
▽三重県高校剣道春季大会 4/22
男子団体 一回戦 四日市 7/4 － 0/0 四中工
二回戦 四日市 0/0 － 6/4 津
女子団体 一回戦 四日市 2/1 － 3/3 松阪
▽三重県高校総体 5/25~27
男子団体 一回戦 四日市 7/4 － 0/0 青山
二回戦 四日市 0/0 － 8/5 三重

女子団体 一回戦 四日市 0/0 － 3/2 津田学
■陸上競技
▽全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 1/14
三重県チーム ２８位 ５区 北村 有
出場
▽三重県高校春季大会 5/5～6
男子４００ｍ
３位 川瀬 翔
男子４×４００ｍＲ ５位
川 瀬翔 ・ 市 川 忠樹 ・ 野 嵜 陽斗 ・ 笠 井宏 祉
女子４００ｍ
７位 松本海音
女子１５００ｍ
４位 北村有
女子３０００ｍ
４位 北村有
女子５０００ｍ競歩 ８位 藤井真子
女子棒高跳
４位 篠原七海
▽三重県高校総体 5/25～27
男子４００ｍ
４位 川瀬翔
男子４×４００ｍＲ ６位
川瀬翔・野嵜陽斗・鵜野大貴・土屋翔大
女子１５００ｍ
６位 北村有
女子３０００ｍ
４位 北村有
女子３０００ｍ
７位 野﨑桜子
女子５０００ｍ競歩 ８位 藤井 真子
▽東海高校総体 6/15～6/17
男子４００ｍ出場
川瀬翔
男子４×４００ｍＲ出場
川瀬翔・野嵜陽斗・土屋翔大・笠井宏祉
■サッカー
▽三重県高校サッカー新人大会 2017 1/8～1/13
１回戦 四日市 ３－０ 桑名北
２回戦 四日市 １－３ 鈴鹿
▽三重県高校総体 4/22～
１回戦 四日市 ３－４ 津
■ハンドボール
▽全国高校ハンドボール選抜大会 兼 東海高校ハ
ンドボール選手権大会 県予選会 12/23～27
女子 予選トーナメント
２回戦 四日市
９－１９ いなべ総合
男子 第６位
予選トーナメント
１回戦 四日市 ２０－１５ 津
２回戦 四日市 ２０－１５ 桑名工業
３回戦 四日市 １５－１８ 四日市西
順位決定リーグ
四日市 ２１－１４ 白子
四日市 ２０－２６ 四郷
▽交流大会 【3/10,11,17,18】
女子
予選リーグ
四日市 A 奈良 津西 四西 四郷
０勝４敗で５位
四日市 B 春日井南 津東 桑名・名張 川越
０勝４敗で５位
決勝（５位）リーグ
四日市 A 四日市 B 伊賀白鳳 高田

四日市 A ３勝０敗で１位
四日市 B ２勝１敗で２位

総合１７位
総合１８位

男子
予選リーグ
四日市 皇學館大学 名張青峰 桑名
２勝０敗１分で２位
順位決定戦
四日市 １１－１３ 津東
決勝（４位）リーグ
四日市 桑名工業 川越
０勝１敗１分で２位
総合１１位
▽三重県高校総体 5/25～27
女子１回戦 四日市
６－２６ 伊賀白鳳
２回戦 四日市 １１－３４ 暁
男子２回戦 四日市 １７－２２ 桑名工業
■卓球
▽三重県卓球選手権大会 1/6
＜ジュニア男子シングルスの部＞
加藤大誠 ベスト１６
▽三重県高校新人大会 1/13
＜男子シングルス（２部）の部＞
優勝 加藤大誠
▽第４５回全国高等学校選抜卓球大会 3/25～3/27
＜男子シングルスの部＞
予選リーグ ２位 加藤大誠
▽三重県高校総体
＜男子シングルスの部＞ 5/3
加藤大誠 ベスト１６
＜男子ダブルスの部＞ 5/6
加藤大誠・小柴啓太 ベスト３２
＜男子学校対抗の部＞ 5/26
２回戦 四日市 ３－０ 相可
３回戦 四日市 ０－３ 津
＜女子学校対抗の部＞ 5/26
１回戦 四日市 １－３ 川越
▽中部日本卓球選手権大会三重県予選会 兼 後藤
杯卓球選手権大会三重県選考会 6/2
＜ジュニア女子シングルスの部＞
稲垣泉美 ベスト３２
■水泳
▽ジュニアブロックシンガポール遠征 3/14～3/18
15-17 歳 50m 自由形
6 位 別所 輝
15-17 歳 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
15 位 別所 輝
▽全国 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会
3/29
15-16 歳 男子 50m 自由形 15 位 別所 輝
▽三重県高校対抗水泳競技大会 6/2～6/3
男子 50m 自由形
1 位 別所 輝
男子 100m 自由形
2 位 別所 輝
男子 4×100m メドレーリレー 7 位
舟木大翔、山田拓実、別所輝、土洞匠太
男子 4×100m フリーリレー
8位
別所輝、土洞匠太、舟木大翔、吉持幸毅

▽三重県高校選手権水泳競技大会 6/23・24
男子 50m 自由形
1 位 別所 輝
男子 100m 自由形
2 位 別所 輝
男子 200m 自由形
8 位 土洞匠太
男子 4×100ｍメドレーリレー 7 位
舟木大翔、山田拓実、別所輝、土洞匠太
男子 4×100m フリーリレー
8位
別所輝、土洞匠太、舟木大翔、桑原惟人
男子 4×200m フリーリレー
7位
土洞匠太、桑原惟人、舟木大翔、別所輝
男子総合 8 位
■山岳
▽三重県高体連登山部春山大会 3/24・25
男子９名・女子２名 参加
▽三重県高体連登山部春季大会 4/21・22
男子９名・女子４名 参加
▽三重県高校総体 5/26・27
男子４名・女子２名 参加
▽全国・東海総体三重県予選 5/26～27
男子Ａチーム（若菜 一慶、佐々木一真、
近藤 景斗、吉田 優作） ４位
（東海総体出場）
男子Ｂチーム 小池 寛映・石原 恵多、
麦島 頼太・筑田 寛大 １１位
女子
伊藤 穂香・安井ことみ、
小原 一乃・森 今日子
５位
▽東海高校総体 6/15～17
男子
若菜 一慶・佐々木一真、
近藤 景斗・吉田 優作
４位
■ラグビー
▽三重県高校ラグビー新人大会１０人制の部
1/8～1/21
１試合目
四日市・川越・神戸 ７－２２ 津
２試合目
四日市・川越・神戸 ５－１４ 三重
３試合目
四日市・川越・神戸 棄権 松阪
４試合目
四日市・川越・神戸 棄権 愛農学園
５試合目
四日市・川越・神戸 棄権 津西・飯野・桜丘
▽三重県高校 7 人制大会 OP 参加 4/21
四日市・川越・神戸 １９－１９ 飯野・桜丘
・津西
▽三重県高校総体 5/13～5/27
準々決勝
四日市・飯野・津・川越 ０－１４０ 朝明
5 位決定トーナメント
四日市・飯野・津・川越 ５２－１９ 農芸
5 位決定戦
四日市・飯野・津・川越 ５－８５ 津工業
Ⅰ部６位入賞
■体操

▽全国高校新体操選抜大会 3/23～25
男子個人総合
４位 大野哲平
男子種目別ロープ
２位 大野哲平
男子種目別リング
３位 大野哲平
男子種目別スティック ４位 大野哲平
男子種目別クラブ
５位 大野哲平
▽三重県高校春季大会 新体操 4/28
女子個人総合
７位 内田彩希
女子種目別ボール
６位 内田彩希
女子種目別フープ
12 位 内田彩希
▽三重県高校総体 新体操 5/26
女子個人総合
５位 内田彩希
女子種目別ボール
４位 内田彩希
女子種目別フープ
６位 内田彩希

『文化部』
■吹奏楽
▽歳末助け合い音楽会 12/26
▽三重県アンサンブルコンテスト北地区大会 1/8
木管８重奏
金賞（地区代表）
クラリネット４重奏 金賞（地区代表）
打楽器４重奏
銀賞
金管８重奏
銀賞
▽三重県アンサンブルコンテスト県大会 1/13
木管８重奏
金賞
クラリネット４重奏 銀賞
▽管楽器個人重奏コンテスト三重県大会個人の部
2/17
テューバ独奏
銀賞
小川日菜子・田嶋 勇也
▽管楽器個人重奏コンテスト三重県大会重奏の部
2/17
木管８重奏
金賞
木管６重奏
銀賞
金管８重奏
銅賞
▽卒業式式典演奏 3/1
▽定期演奏会 3/31
▽入学式式典演奏 4/9
■SSH 生物
▽日本動物学会中部支部大会 12/9
優秀賞 三輪皓大 柵木仁美 水野早稀
▽三重自然科学フォーラム 2/17
優秀賞 林﨑初音 舘枢見 水野早稀
■放送
▽NHK 杯全国高校放送コンテスト三重県大会 6/17
朗読部門 優秀賞 辻 夏香（全国大会出場）
奨励賞 佐野 帆南
奨励賞 廣田 華子
奨励賞 大橋 菜子
アナウンス部門
奨励賞 梶原 知茂
創作ラジオドラマ部門
最優秀賞（全国大会出場）

テレビドキュメント部門 奨励賞
■茶道
▽全国高校生茶道フェステバル 12/16･17
歓迎茶会・記念講演会・生徒交流会茶会
▽高校
茶道研修会Ⅱ 12/24
伊勢型紙体験（干支の色紙）
・茶会（盆略点前）
■音楽
▽三重県アンサンブルコンテスト 2/3 銀賞
▽卒業式 3/1 校歌&送別曲合唱
▽入学式 4/9 校歌合唱
▽三重県合唱祭 6/10 出演
■美術
▽北勢地区高等学校美術展 3/6～3/11
６名平面・１名立体作品を出品
▽「HOME」3/2～１年間展示
アメリカのボストンチルドレンズミュージアムで
美術部員共同作品 1 点を展示、その後日本で巡回展
■書道
▽書道部門生徒・教員展 出品 12/22～24
緒方比那・髙橋里奈・樋口遥陽
市川莉菜・西川遼・折戸花帆
▽国際高校生選抜書展 入選 三村英里
■将棋
▽全国高校将棋選手権大会 三重県予選 4/30
男子個人戦 ３位 笹田幸太郎
女子個人戦 ２位 伊藤晴花
３位 生川志穂子
男子団体戦 優勝 近藤春樹・井村陸人
中村柊斗
■文芸
▽文芸部門 第２回生徒交流会 1/28
▽文芸部門 第１回生徒交流会 4/28
▽文芸部門 創作学習会
5/31
■新聞
▽「四高学生新聞」
（第 172 号）祝卒業 発行 2/28
▽「四高学生新聞」
（第 173 号）祝入学 発行 4/13
■演劇
▽北勢地区高校演劇春季大会 3/28～29
銀賞
■バトン
▽全日本バトントワーリング選手権東海支部大会
2/11～12
全国共通規定演技 ソロトワール入門 金賞 1 名、
初級 金賞 9 名
ソロトワール中級 金賞 荒木里音、出口花
ソロトワール上級 銀賞 石黒千尋、枩永莉奈、
野末美里
東海規定演技
中級の部 ペア 銀賞 石黒千尋・津﨑彩乃
初級の部
ソロストラット 金賞 八谷怜香

金賞
金賞
ダンストワール 金賞
金賞
金賞
ペア 金賞

真田優華
出口花
田中凜子
小口真央
大森陽菜香
伊藤智花・森下あゆ

