
部活動報告 

令和３年１２月～令和４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 12/25～1/15 

 ２回戦   四日市１６７－ ７ 石薬師 

 ３回戦   四日市 ９７－４３ 四日市農芸 

 決勝リーグ 四日市 ５７－７９ メリノール 

 決勝リーグ 四日市 ５２－６９ 海星 

 決勝リーグ 四日市 ２０－ ０ 四日市工業 

        ※北地区３位 

▽三重県高校新人大会 3/13～3/20 

 ２回戦   四日市 ８５－３９ 津西 

 ３回戦   四日市 ６３－６２ 皇學館 

 準決勝   四日市 ５３－９６ 四日市工業 

 ３位決定戦 四日市 ８７－８５ 海星 

        ※県３位 

▽三重県高校総体 5/27～5/29 

２回戦   四日市 ９２－６７ 松阪工業 

３回戦   四日市 ９５－３６ 皇學館 

決勝リーグ 四日市 ５８－７４ メリノール 

 決勝リーグ 四日市 ４８－６５ 四日市工業 

 決勝リーグ 四日市 ６５－８３ 津工業 

        ※県４位  優秀選手 山本勘太 

女子 

▽三重県高校新人大会北地区予選会 12/25～1/15 

１回戦   四日市 ６１－４３ 四西・朝明 

２回戦   四日市 ５１－７８ 四日市四郷 

順位決定戦 四日市 ５８－６９ 海星 

▽三重県高校総合体育大会北地区予選会 

4/23～5/1 

 ２回戦   四日市 ８７－４０ 朝明 

 ３回戦   四日市 ４２－８５ 四日市農芸 

 順位決定戦 四日市 ４６－８３ 神戸 

 ７位決定戦 四日市 ５４－７６ 海星 

 

■バレーボール 

男子 

▽三重県高校新人大会 

     中 止 

▽三重県高校春季大会 4/23 

 １回戦 四日市 ２－０ 四日市南 

 ２回戦 四日市 ０－２ 松阪工業 

▽三重県高校総体 5/27 

 １回戦 四日市 ２－０ 神戸 

 ２回戦 四日市 ０－２ 津 

女子 

▽三重県高校新人大会 

     中 止 

▽三重県高校春季大会 4/23 

 １回戦 四日市 ２－１ 尾鷲 

 ２回戦 四日市 ０－２ 四日市農芸 

▽三重県高校総体 5/27 

 ２回戦 四日市 ０－２ 松阪 

  

■硬式野球 

▽春季東海地区高校野球 

 三重県大会 北地区予選 3/20～4/10 

 １次予選   

１回戦     四日市 ０－１６ 菰野 

 ２次予選   

２回戦     四日市 ９－７  朝明 

  代表決定戦 四日市 ７－５ 四日市中央工業 

   

▽春季東海地区高校野球 三重県大会 4/16～4/17 

１回戦      四日市 ６―５  桑名 

２回戦   四日市 ４―１０ 宇治山田商業 

 

■テニス 

▽三重県高校総体   

個人予選 4/16,17  個人本戦 4/29,30,5/1,3 

団体戦 5/27,28,29 

男子団体戦 第５位 

  男子団体戦  

２回戦   四日市 ２－１ 津  

  ３回戦   四日市 ３－０ 高田 

 準々決勝   四日市 １－２ 津田学園 

 順位決定 1 回戦 

        四日市 ２－０ 鈴鹿高専 

 ５・６位決定戦 

        四日市 ２－０ 川越 

 

 女子団体戦  

  １回戦   四日市 ３－０ 高田 

  ２回戦   四日市 １－２ 名張 

   

敢闘選手賞   

加藤啓人・中野心太 

男子シングルス  

ベスト３２ 中野心太、松浦帆高 

ベスト６４ 加藤啓人 

男子ダブルス  

ベスト８  松浦帆高・高岡亮 

ベスト３２ 加藤啓人・中野心太 

      七里駿祐・加納希望 

     

■ソフトテニス（男子） 

▽三重県高校春季ソフトテニス大会県予選大会 

（個人戦）4/23 ４ペア出場 

▽三重県高校春季ソフトテニス大会県予選大会 

(団体戦) 4/30 

 １回戦 四日市 ０―３ 鈴鹿高専 

▽三重県高校総合体育大会ソフトテニス競技県予選 

大会（個人戦） 5/27,28 ７ペア出場 

▽三重県高校総合体育大会ソフトテニス競技県予選 



 大会（団体戦） 5/29 

 ベスト１６ 

 ２回戦 四日市 ２―１ 高田 

 ３回戦 四日市 ０―２ 四日市工業 

 

■バドミントン 

▽三重県高等学校バドミントン秋季大会 

（個人戦 1/15・1/16） 

女子３部 シングルス 

ベスト 32 湯本陽香 

男子３部 シングルス 

      ベスト 32 金城由伸 

▽県高校新人大会（団体の部 3/13・3/14） 

   男子 ２回戦 四日市Ａ ２－０ 津Ｂ 

    ３回戦   四日市Ａ ２－１ 相可Ａ 

    ４回戦 四日市Ａ ０－２ 伊勢工業Ａ 

     ベスト１６ 

    ２回戦 四日市Ｂ ２－０ 名張青峰Ｂ 

    ３回戦 四日市Ｂ ０－２ 暁Ａ 

 女子 １回戦 四日市Ａ ２－０ いなべ総合Ｂ 

    ２回戦 四日市Ａ ０－２ 松阪商業Ａ 

    １回戦 四日市Ｂ ０－２ 尾鷲 

▽三重県高校総体 

（個人戦 5/3～5/8  団体戦 5/27～5/29） 

男子２部 ダブルス 

ベスト 32  伊藤大輝・土井大翔  組  

女子２部   ダブルス  

ベスト 32  川村徳実・水野美咲  組 

男子団体戦  

１回戦 四日市１－３四日市農芸 

女子団体戦  

１回戦 四日市１－３志摩 

 

■柔道 

▽三重県高校柔道新人大会 1/15,22 

   女子個人戦 63kg 級    三位    松永理瑚 

       無差別級 三位  安田ひかり 

 女子団体戦 １回戦 四日市   1 － 0  津田 

        2 回戦   四日市 0 – 3  名張 

 ＊男子団体戦３人制リーグ戦は、感染症対策の 

ため, 大会は中止。代替大会(3/26)出場 

▽三重県高校柔道選手権大会 4/16 

 男子団体戦 ３人制リーグ戦 出場 

 女子団体戦 三位入賞 

１回戦 四日市  1 － 0  津田 

        準決勝  四日市 0 – 2  四商 

▽三重県高校総体 5/28.29 

   女子個人戦 70kg 級 ３位  松永理瑚 

 男子団体戦 １回戦 四日市  1 － 4  木本 

 女子団体戦 １回戦 四日市  1 － 2  海星 

 

■剣道 

▽三重県高校剣道新人大会 1/22 

 男子団体 一回戦 四日市 0/0 - 5/3 鈴鹿  

 女子団体 一回戦 四日市 1/1代 - 1/1 四日市西 

      二回戦 四日市 0/0 –  8/4 四日市工業 

      第５位入賞 東海選抜大会出場 

▽三重県高校剣道春季大会 4/24 

 男子団体 一回戦 四日市 2/1 - 4/2 伊勢  

 女子団体 一回戦 四日市 2/2 - 3/2 津田学園  

▽三重県高校総体 5/27～5/29 

 男子団体 一回戦 四日市 7/4  - 0/0松阪工業 

      二回戦 四日市 0/0  - 5/3 高田 

女子団体 一回戦 四日市 2/1  - 6/3津西 

 

■陸上競技 

▽三重県高校春季大会（5/7～8） 

 男子 ４００ｍ    ５位 古田 智也 

男子１５００ｍ       ５位 雨澤 優太 

男子５０００ｍ    ６位 雨澤 優太 

男子４×４００Ｒ    ５位 渡邊晃心 古田智也 

                                    伊藤定翔 島田大夢 

女子３０００ｍ    ３位  田邊 結菜 

           ８位 山吉  絢 

女子棒高跳         ５位   田垣 玲美 

           ７位 田中 咲良 

▽三重県高校総体（5/27～29） 

男子 ４００ｍ    ５位 古田 智也 

男子１５００ｍ    ７位 雨澤 優太 

男子５０００ｍ    ７位 雨澤 優太 

男子４×４００Ｒ    ８位 島田大夢 古田智也 

                                    勝井陽大 中村太智  

女子３０００ｍ    ８位  田邊 結菜 

女子棒高跳         ７位   田垣 玲美 

           ８位 田中 咲良 

▽東海高校総体（6/17） 

 男子 ４００ｍ 出場    古田 智也 

 

■サッカー 

▽三重県高校サッカー新人大会 1/9 

１回戦 四日市 ０－２ 四日市西 

▽三重県高校総体 5/1 

１回戦 四日市 ０－１ 津 

 

■ハンドボール 

▽全国高等学校ハンドボール選抜大会 兼 東海高等

学校選手権大会 三重県予選会 12/25～28 

女子 予選トーナメント 

 １回戦 四日市 １８－１４ 高田 

 ２回戦 四日市  １－３４ 暁 

男子 予選トーナメント 

１回戦 四日市 １０－２１ 津東 

▽三重県高校総体 5/27～5/29 

女子１回戦 四日市 １２－２２ 四日市四郷 

男子１回戦 四日市 ２６－２３ 津西 

２回戦 四日市 １２－２０ 津東 

     

 



■卓球 

▽三重県高校総体 

＜男子学校対抗の部＞ 5/28 

   １回戦 四日市 ３－２ 久居農林 

  ２回戦 四日市 ３－２ 久居 

 ３回戦 四日市 ０－３ 津 

（ベスト１６） 

 

＜女子学校対抗の部＞ 5/28 

     ２回戦 四日市 ０－３ 伊勢 

 

■水泳 

▽三重県高校総体水泳競技 6/25.26 

男子 100m背泳  ８位 村田 雄理 

男子 200m背泳    ６位 村田 雄理 

女子 100m背泳  ４位 菅野 結子 

女子 200m背泳   ３位 菅野 結子 

女子 200m個人メドレー ５位 西本 愛彩 

女子 400m個人メドレー ４位 西本 愛彩 

女子 4×100m メドレーリレー ５位 

 菅野 結子、粂内 瑞生 

 西本 愛彩、桐吉 美来 

女子 4×100m フリーリレー ５位 

 菅野 結子、粂内 瑞生 

 桐吉 美来、西本 愛彩 

女子団体総合 ５位 

▽三重県高校選手権水泳競技大会 飛込競技 

女子 ３ｍ飛板飛込 ２位 山吉  慧 

女子    高飛込  1位 山吉  慧 

 

■山岳 

▽三重県高体連登山部新人大会 3/12 

 男子６名・女子５名 参加 

▽三重県高体連登山部春季大会 4/23 

 男子４名・女子４名 参加 

▽三重県高校総体登山競技 5/28～29 

（全国・東海総体三重県予選） 

男子Ａチーム（位田幸太郎・保井 天斗 

久野 陽生・三浦 蒼大） ２位 

（東海総体出場・２年連続） 

男子Ｂチーム（鈴木 徹平・河村 悠介 

則武 昌季・叶  勇飛） ６位 

 女子    （後藤 彩月・猪股 碧唯 

木村 好花・久保田 薫） １位 

（全国総体出場・20年振り） 

       （東海総体出場・２年連続） 

▽東海高校総体登山大会 6/17～19 

 男子（位田幸太郎・保井 天斗 

久野 陽生・三浦 蒼大）     ３位 

女子（後藤 彩月・猪股 碧唯 

木村 好花・久保田 薫）     ５位 

 

■ラグビー 

▽三重県高校ラグビー新人大会１５人制の部 

                  1/15～2/6 

合同：四日市・鈴鹿・高専・津・川越  

１回戦 合同 ７―６３ 木本 

１０人制の部 

 合同：四日市・津・鈴鹿高専・川越 

第１試合 合同 １７－１０ 津工業 

第２試合 合同 １７－２６ 愛農学園 

第３試合 合同 １２－１２ 鈴鹿 

第３位入賞 

▽三重県高校ラグビー７人制大会   4/23 

合同：四日市・津・川越・高専 

1回戦 合同 ０―４８ 木本 

▽三重県高校総体 5/21～5/29 

合同 A：四日市・高専・津西 

1回戦 

合同 A １２－３２ 合同 B(四日地農芸・津工業) 

 ５位決定戦 

合同 A １７－２４ 合同 C(松阪・津・川越) 

第６位入賞 

 

■体操 

▽三重県高校春季大会 新体操 4/29，5/1 

 男子個人総合     ２位 大勝 雄介 

 男子種目別スティック ２位 大勝 雄介 

男子種目別クラブ   ２位 大勝 雄介 

女子団体  ４位 （池村 知華，大久保 陽奈子， 

影山 真佳，坂上 瑠依，藤田 和芭） 

▽三重県高校総体 新体操 5/27 

 男子個人総合     ２位 大勝 雄介 

 男子種目別スティック ２位 大勝 雄介 

男子種目別クラブ   ２位 大勝 雄介 

女子団体  ４位 （池村 知華，大久保 陽奈子， 

影山 真佳，坂上 瑠依，藤田 和芭） 

東海高校総体 新体操 6/19 

 男子個人総合     10位 大勝 雄介 

 男子種目別スティック 11位 大勝 雄介 

男子種目別クラブ    9 位 大勝 雄介 

 

『文化部』 

■吹奏楽 

▽歳末助け合い音楽会 12/27 

▽三重県アンサンブルコンテスト北地区大会 1/9 

 木管８重奏Ｃ    金賞（地区代表） 

 木管８重奏Ｂ    金賞（地区代表） 

 木管８重奏Ａ    金賞（地区代表） 

 金管８重奏     銀賞 

▽三重県アンサンブルコンテスト 1/15 

木管８重奏Ｃ    金賞（県代表） 

木管８重奏Ｂ    金賞 

 木管８重奏Ａ    銀賞 

▽東海アンサンブルコンテスト 2/13 

 木管８重奏Ｃ    銀賞 

▽個人重奏コンテスト三重県大会個人の部 2/20 



フルート独奏 

辻󠄀 蒼司・杉本 晃一   金賞（県代表） 

トランペット独奏  

藤岡 来実・春山 啓樹  銀賞 

▽個人重奏コンテスト三重県大会重奏の部 

打楽器４重奏       銀賞 

木管８重奏        銀賞 

金管８重奏        銀賞 

▽定期演奏会 3/21 

▽個人重奏コンテスト本大会個人の部 3/27 

フルート独奏 

辻󠄀 蒼司・杉本 晃一   金賞  

 

■SSH 生物 

▽WWL 生徒研究発表会 3/6 

 最優秀賞 綿貫日哉 

 敢闘賞  杉 和奏 

▽日本再生医療学会 3/17 

 銅賞 平松なつみ 

▽生き物つぶやきフォトコンテスト 

 優秀賞 山本真央、諸岡莉奈 

 

□SSH 探究・生物系 

▽みえ探究フォーラム 2021 2/13 

 最優秀賞 鬼頭奈々 

 優秀賞  清水咲帆 

▽生き物つぶやきフォトコンテスト 

 優秀賞 清水咲帆、床辺ひな 

 

■放送 

第69回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト三重県大会 

アナウンス部門 奨励賞 佐々木 麻紘 

    浅井 言 

 

■茶道 

▽送別茶会 ３/１ 

 「入門」「習事」の免状を取得 

 

 

■英語 

▽南山大学第４回オーラルインタープリテーション 

フェスティバル出場 12/18 

 

■音楽 

▽三重県アンサンブルコンテスト ２月 録音審査金

賞 

▽卒業式歌合唱・入学式歌合唱 

▽三重県合唱祭 6/12 出演 

 

■美術 

▽第72回四日市市民芸術文化祭行事四日市アート展

2022高校生部門 6/10～6/12 出品 

床辺ひな・野呂実伶・宮城朝幸・伊藤優・前田優那 

八巻遥香・橋本知沙・柳川優空 

■書道 

▽第 49 回 書道部門生徒・教員展 出展（1/29～

1/30) 

  五十嵐 彩音・萩村 菜愛・西田 万穂  

▽新入生歓迎会 書道パフォーマンス披露 

 

■将棋 

▽全国高校将棋選手権大会 三重県予選  

4/29男子団体戦 3 位  

竹村啓志 伊藤大和 伴 智仁 

    5/3 男子個人戦  優勝 伊藤大和 

 

■新聞 

▽「四高学生新聞」（第 180 号）祝卒業 発行 2/28 

▽「四高学生新聞」（特別号）文化祭特集号 発行 

12/21 

▽「四高学生新聞」（第 181 号）祝入学 発行   4/22 

 

■バトン 

▽全日本バトントワーリング選手権東海支部大会 

 2/12 

全国共通規定演技  

ソロトワール初級 金賞 

 伊藤双葉・松岡那歩・西山和果 

ソロトワール中級 金賞 松岡那歩・西山和果 

東海規定演技  

ソロストラット初級 金賞  

松岡那歩  

ペア初級 金賞  

西井晴菜・西山和果 

トゥーバトン中級 金賞 

 向原朱音 

選手権の部  

ソロトワール 女子シニアⅠ 高橋楓乃 

  ソロストラット シニアⅠ 小林愛佳・本夛莉緒 

 

 

 

 

 

 

 

  


