
平平成成２２９９年年度度  部部活活動動のの成成果果  

  
  

  

  

  

  

  

石川県高等学校総合体育大会 女子総合２位        石川県高等学校新人大会  女子総合２位 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

北信越高等学校総合体育大会              北信越高等学校新人陸上競技大会  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

石川県高等学校総合体育大会  男女総合優勝                   

北信越高等学校総合体育大会  

  

  

  

  

  

  

北信越国民体育大会              石川県高等学校新人大会 男女総合優勝  

  

  

  

北信越地区高等学校野球石川県大会 ベスト８ 

平成２９年度石川県高校野球優秀選手 森中淳生 小竹利彦  
   

野 球 

陸 上 

カヌー 

 

  
  

女子１００ｍ    ３位 吉田唯莉 
５位 輪島里奈 
６位 中島紗波 

女子２００ｍ    １位 吉田唯莉 
５位 中島紗波 

女子４００ｍ    ２位 輪島里奈 
          ６位 大村真世 
女子８００ｍ    ２位 大村真世 
女子１００ｍＨ   １位 吉田唯莉 

４位 水落らら 
５位 坂東風花 

女子４００ｍＨ   ６位 坂東風花 
女子４×１００ｍＲ １位 道下・吉田・輪島・中島 
女子４×４００ｍＲ ２位 大村・新村・輪島・吉田 
女子走高跳     １位 水落らら 

２位 中野春陽 
５位 新村愛里 

女子走幅跳     ５位 新村愛里 
女子三段跳     ４位 新村愛里 
女子円盤投     ５位 道下 愛 
女子砲丸投     ２位 道下 愛 
女子ハンマー投   ３位 平田実菜 
女子七種競技    １位 水落らら 

５位 梶原有莉奈 

女子１００ｍ     ５位 吉田唯莉 
 女子１００ｍＨ    １位 吉田唯莉 
女子４×１００ｍＲ  ２位 道下・輪島・吉田・中島 
女子４×４００ｍＲ  ７位 輪島・大村・中島・吉田 
女子走高跳      ４位 中野春陽 
女子七種競技     ３位 水落らら 
女子砲丸投      ８位 道下愛 

女子トラック･フィールド ２位 
女子１００ｍ     ２位 中島紗波 
           ６位 上出裕乃 

 女子２００ｍ     ２位 中島紗波 
７位 基村 碧 

 女子４００ｍ     ２位 中島紗波 
３位 基村 碧 

 女子８００ｍ     ３位 下出千陽 
５位 片桐美結 

 女子１００ｍＨ    １位 水落らら 
３位 坂東風花 

 女子４００ｍＨ    ４位 坂東風花 
 女子４×１００ｍＲ  ２位 基村・中島・水落・上出 
女子４×４００ｍＲ  ２位 坂東・中島・中野・基村 
女子走高跳      １位 中野春陽 

４位 水落らら 
女子ハンマー投    ２位 平田実菜 
女子円盤投      ４位 平田実菜 
女子七種競技     １位 水落らら 
男子３０００ｍ障害  ８位 釜井翔平 

 

女子１００ｍ     ３位 中島紗波 
女子走高跳      ３位 中野春陽 

 女子４００ｍＨ    ８位 坂東風花 
 女子４×１００ｍＲ  ５位 基村・中島・水落・上出 
 女子４×４００ｍＲ  ８位 基村・中島・坂東・水落 
 

全国高等学校総合体育大会 

女子１００ｍＨ 

１位 吉田唯莉 

Ｕ２０日本陸上競技選手権大会 

女子１００ｍＨ 

１位 吉田唯莉 

Ｋ－１  ２位 濵田悠生 
Ｋ－２  ２位 濵田悠生・稲場 弥 ３位 川中愛斗・野口透輝 
Ｋ－４  １位 濵田・稲場・川中・野口 
Ｃ－１  ２位 大宗歩夢      ３位 西出紘朗 
Ｃ－２  １位 大宗歩夢・西出紘朗 ３位 奥 天良・北本哲斗 
ＷＫ－１ １位 吉本蒼空 
ＷＫ－２ １位 野口莉湖・吉本蒼空 ２位 中出みこと・木下あゆ 
ＷＫ－４ １位 山本・中出・野口・吉本  

少年男子Ｋ－４   １位 濵田悠生 （国体出場） 
少年男子Ｋ－２    ２位 稲場 弥 
少年男子Ｃ－２    ３位 大宗歩夢・西出紘朗 
少年女子Ｋ－２   ３位 吉本蒼空 

Ｋ－１  ２位 稲場  弥   ３位 野口透輝 
Ｋ－２  １位 稲場 弥・野口透輝 ３位 土田堅斗・川口慶三 
Ｃ－１  ３位 福田洸貴 
Ｃ－２  ２位 林 司唆・福田洸貴 ３位 奥 天良・北本哲斗 
ＷＫ－１ ２位 吉本蒼空  
ＷＫ－２ １位 山本千晴・吉本蒼空 ３位 中出みこと・木下あゆ 

運動部 
 

新人大会    ベスト８ 

 

ソフトボール 

男子Ｋ－４ ３位 濵田・稲場・川中・野口 
女子Ｋ－４ ３位 山本・中出・野口・吉本 



  

  

高等学校加賀地区バドミントン大会    ２位  女子団体  

加賀地区バドミントン秋季交歓会  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

石川県高等学校秋季大会加賀地区予選       

高校総体 ベスト８ 

優秀選手 石綿侑依 

北信越選抜大会 

 女子個人出場 塚本杏子・小西正代 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

石川県高等学校春季大会          ２位 

石川県高等学校総合体育大会        ２位 

石川県高等学校新人大会          ２位 

全国高等学校選抜大会石川県予選       ３位 

         Ｕ-１６日本代表 辻 静羽 

石川県吹奏楽コンクール 高校 A 部門 銀賞 
中部日本個人重奏コンテスト県大会 
            金賞  新谷彩寧（県代表） 
            銀賞  大山知夏 
加賀市管楽器等ソロコンテスト 
 最優秀賞 アルトサクソフォン 新谷彩寧 
  全日本高校生管打楽器ソロコンテスト出場 
石川県アンサンブルコンテスト加賀支部大会 
 サクソフォン四重奏  銀賞 
 クラリネット四重奏  銀賞 
 打楽器七重奏     銀賞 
金管八重奏      銀賞 

 

石川県高文連商業部競技大会 

       団体   １位 
       個人   １位 金井萌瑠桃 
           ２位 岡安奈緒 
                      ３位 清水美彩季 
高文連商業部新人競技大会 
       団体   １位 
       個人   １位 金井萌瑠桃 
                         ２位 川原由衣 
            ３位 畦地由依 

石川県高文連商業部競技大会 
 英語スピーチ 個人   １位  中島菜々子 
             ２位  徳野千流  
高文連商業部新人競技大会 
 英語レシテーション団体 ３位 
          個人 佳良賞 岡本小乃夢 

石川県高文連商業部競技大会 
 珠算競技  団体   ２位 
 電卓競技  団体   ３位 

高文連商業部新人競技大会 
 珠算競技  団体   ２位 
 電卓競技  団体   ３位 

石川県高文連商業部競技大会 
       団体   ２位 
       個人   ２位  西本彩乃 
高文連商業部新人競技大会 

団体   ２位 
個人   佳良賞 福田亮夏 
     佳良賞 藤田菜夏 

石川県高文連商業部競技大会 

       団体   １位 
       個人   １位  本田彩乃 
            ２位  浅井智郁 
            佳良賞 朝倉菊乃 
全国簿記コンクール   優良賞 本田彩乃 

高文連商業部新人競技大会 
       団体   ２位 
       個人   ２位  堀夏葵 
            佳良賞 佐々木春香 

英 語 

ハンドボール 

会 計 

情報処理 

吹奏楽 
ワープロ 

石川県バレーボール祭         ２位 

石川県高等学校総合体育大会      ２位 

石川県バレーボール選手権大会     ２位 

石川県高等学校新人大会        ２位 

バレーボール 

団体     １位   

女子個人   ３位  塚本杏子・中川紗香菜 

ソフトテニス 

珠算・電卓 

バドミントン 

１部女子ダブルス  １位 中出萌雅・角井佑衣  

３位 伊東奈桜・山下咲季 ３位 太田江里紗・大島愛依 

シングルス  ２位 中出萌雅 

石川県高等学校総合体育大会少年男子ライトウェルター級 １位 庄源高徳 

北信越国民体育大会    少年男子ライトウェルター級 ２位 庄源高徳 

石川県高等学校新人大会  選抜       ライト級 １位 庄源高徳 

ボクシング 

文化部 

バスケットボール 


