
５ 

カヌー部 

●石川県カヌースプリント選手権大会  

少年男子Ｋ－１ 第２位 稲場 弥 

少年男子Ｋ－１ 第３位 野口透輝 

少年男子Ｃ－１ 第１位 福田洸貴 

少年女子ＷＫ－１ 第１位 吉本蒼空 

少年女子ＷＣ－１ 第１位 浜 鈴菜 

●石川県高等学校総合体育大会 

男子総合 第１位  

女子総合 第１位  

男子Ｋ－１ 第３位 稲場 弥 

男子Ｋ－２ 第１位 野口透輝・稲場 弥 

               （全国大会出場） 

男子Ｃ－１ 第１位 福田洸貴（全国大会出場） 

男子Ｃ－２ 第２位 林 司唆・福田洸貴 

男子Ｃ－２ 第３位 奥 天良・北本哲斗 

女子ＷＫ－１ 第１位 吉本蒼空（全国大会出場） 

女子ＷＫ－２ 第１位 吉本蒼空・越田彩華 

               （全国大会出場） 

女子ＷＫ－２ 第３位 中出みこと・橋田唯那 

女子ＷＫ－４ 第１位 木下あゆ・吉本美海 

    澤田千穂・山本千晴 

               （全国大会出場） 

女子ＷＫ－４ 第２位 中出みこと・橋田唯那 

    越田彩華・吉本蒼空 

 

◎北信越高等学校体育大会 男子カヤックペア 

 ５００ｍ 第２位 稲場 弥・野口透輝 

◎北信越高等学校体育大会 女子カヤックフォア 

 ５００ｍ 第２位 中出みこと・吉本蒼空 

             橋田唯那・越田彩華 

◎北信越高等学校体育大会 女子カヤックフォア 

 ５００ｍ 第３位 山本千晴・木下あゆ 

             澤田千穂・吉本美海 

 

バレーボール部 

●第３３回リージョンプラザ杯争奪バレーボール大会 女子 第３位 

●石川県バレーボール祭   女子   第２位 

●石川県高等学校総合体育大会 女子の部 第２位 

 

 

 

 

 

ハンドボール部 

●県高等学校春季ハンドボール大会 女子の部 第１位 

●県高等学校総合体育大会          女子の部 第２位 

 

バスケットボール部 

●県高等学校総合体育大会 女子の部  

      優秀選手  萩原伽映 

 

 

 

 

陸上部 

●石川県陸上競技選手権大会 

男子３０００ｍＳＣ第２位 釜井翔平 

女子４×１００ｍＲ第２位 基村 碧・中島紗波 

   源 紫苑・石原瑠菜 

女子４×４００ｍＲ第２位 片桐美結・中島紗波 

     基村 碧・石原瑠菜 

女子１００ｍ  第３位 中島紗波 

女子１００ｍＨ 第３位 水落らら 

女子走高跳  第２位  中野春陽 

女子ハンマー投 第２位  平田実菜 

 

 

 

●石川県高等学校総合体育大会 

女子総合 第２位  

女子トラック 第２位  

男子３０００ｍＳＣ第６位 釜井翔平 

女子１００ｍ 第４位 中島紗波 

女子１００ｍ 第５位 源 紫苑 

女子２００ｍ 第４位 基村 碧 

女子２００ｍ 第５位 中島紗波 

女子４００ｍ 第３位 基村 碧 

女子４００ｍ 第８位 石原瑠菜 

女子１５００ｍ第８位 下出千陽 

女子８００ｍ 第４位 下出千陽 

女子８００ｍ 第６位 片桐美結 

女子１００ｍＨ第１位 水落らら 

女子１００ｍＨ第３位 坂東風花 

女子１００ｍＨ第８位 源 紫苑 

女子４００ｍＨ第３位 坂東風花 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆部活動の大会結果（平成３０年度１学期）◆◆◆ 

○印は市・加賀地区大会、●印は県大会、◎は北信越大会 

 
小松商業高等学校 
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６ 

女子４×１００ｍＲ第２位基村 碧・中島紗波 

            源 紫苑・石原瑠菜 

女子４×４００ｍＲ第２位坂東風花・片桐美結 

            石原瑠菜・基村 碧 

女子走高跳 第１位 中野春陽 

女子走高跳 第６位 水落らら 

女子円盤投 第８位 平田実菜 

女子ハンマー投 第２位 平田実菜 

女子七種競技 第１位 水落らら 

◎北信越高等学校体育大会 

  女子１００ｍＨ 第７位 水落らら  

  女子４００ｍＨ 第７位 坂東風花  

  走高跳  第２位 中野春陽 

    （全国大会出場） 

七種競技  第１位 水落らら 

    （全国大会出場） 

女子４×４００ｍＲ 第７位 中島紗波・石原瑠菜 

       坂東風花・基村 碧 

ボクシング 

●県高等学校総合体育大会 

       男子ライト級 第２位 庄源高徳 

 

 

 

 

 

バドミントン部 

○高校加賀地区バドミントン大会 女子団体 第１位 

  女子シングルス 第１位 中出萌雅 

  女子シングルス 第２位 角井佑衣 

  女子シングルス 第３位 伊東 葵 

  女子シングルス 第３位 太田江里紗 

  女子ダブルス 第１位 中出萌雅・角井佑衣 

  女子ダブルス 第２位 大島愛依・中尾珠梨 

  女子ダブルス 第３位 太田江里紗・渡邉 月 

  女子ダブルス 第３位 伊東 葵・中出朋奈 

 

珠算・電卓部 

●県高文連商業部競技大会 珠算競技団体の部 第２位 

      電卓競技団体の部 第２位 

 

 

 

情報処理部 

●県高文連商業部競技大会 団体の部 第１位 

               （全国大会出場） 

  個人の部  第１位 金井萌瑠桃 

  個人の部  第３位 髙畠万弥 

  個人の部  佳良賞 南 千里 

 

 

ワープロ部 

●県高文連商業部競技大会 団体の部 第２位  

  個人の部 第３位 藤田菜夏 

               （全国大会出場） 

  個人の部 佳良賞 山田千晴 

  個人の部 佳良賞 越田 楓 

 

 

 

 

 

英語部 

●県高文連商業部競技大会  

    英語スピーチ 個人の部 第１位 安井清華 

                 （全国大会出場） 

                佳良賞 中瀬瑞奈 

 

会計部 

●県高文連商業部競技大会 団体の部 第２位  

                （全国大会出場） 

  個人の部 佳良賞 佐々木春香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部 

●県吹奏楽コンクール（Ａ部門） 銀賞 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 部活動の大会結果（夏休み）◆◆◆ 

 

野球部 

 

●県高校野球商業大会 優勝 

 

 

バレーボール部 

 

○高等学校加賀地区交歓会 優勝（七連覇達成） 
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７ 

陸上部 

●国体予選 

  少年Ａ女子１００ｍＨ 第１位 坂東風花 

  少年Ｂ女子１００ｍ  第１位 源 紫苑 

  成年女子走高跳    第１位 中野春陽 

 

●石川県新人陸上競技選手権大会 

女子総合 第２位  

女子トラック 第２位  

女子１００ｍ 第４位 源紫苑 第５位 基村碧 

女子２００ｍ 第３位 基村碧 第６位 石原瑠菜 

女子４００ｍ 第１位 基村碧 第２位 石原瑠菜 

女子８００ｍ 第３位 下出千陽 第４位 片桐美結 

女子１５００ｍ第６位 下出千陽 

女子１００ｍＨ第５位 源紫苑 

女子４００ｍＨ第５位 石原瑠菜 第８位 片桐美結 

女子４×１００ｍＲ第２位 石原瑠菜・基村 碧・ 

   源 紫苑・水野 和奏 

女子４×４００ｍＲ第２位 下出千陽・基村 碧・ 

片桐美結・石原瑠菜 

女子走高跳 第７位  源紫苑 

女子円盤投  第６位  宮田瑞希 

女子砲丸投  第２位  宮田瑞希 

女子７種競技 第４位  宮田瑞希 

 

バスケットボール部 

○小松市バスケットボール選手権大会 

女子の部 第２位 

 

弓道部 

○加賀地区高校弓道大会 女子個人第１位 中井花音 

第３位 藤田絵里花 

 

バドミントン部 

○加賀地区高校バドミントン秋季大会 

  女子シングルス 第１位 中出萌雅 

  女子シングルス 第２位 伊東 葵 

  女子シングルス 第３位 角井佑衣 

  女子ダブルス 第１位 角井佑衣・中出萌雅 

  女子ダブルス 第２位 伊東 葵・長崎杏鈴 

  女子ダブルス 第３位 荒川藍里・中出朋奈 

 

野球部 

●高校野球秋季石川大会 

  第３位 北信越大会出場（１４年ぶり） 

 

陸上部 

★ 国体出場 

  ３年 中野春陽 １年 源 紫苑 

 

カヌー部 

★ 国体出場 

  ３年 稲場 弥・吉本蒼空 

１年 越田彩華・吉本美海 

陸上部 

◎ＪＯＣ Ｕ１８日本陸上競技選手権大会 

  女子走高跳 第６位 中野春陽 

 

 

 

 

 

珠算・電卓部 

●高文連商業部新人大会 

電卓競技 読上算の部 第２位 松田萌々子 

（北信越大会出場） 

曾我 雅（北信越大会出場） 

ワープロ部 

●高文連商業部新人大会 団体の部 第３位 

個人の部 佳良賞 中瀬瑞歩 

英語部 

●高文連商業部新人大会 団体の部 第１位 

個人の部 佳良賞 中瀬瑞奈 

会計部 

●高文連商業部新人大会 団体の部 第１位 

（北信越大会出場） 

個人の部 第１位 吉村綾華 

     第３位 北山玲奈 

情報処理部 

●高文連商業部新人大会 団体の部 第２位 

（北信越大会出場） 

個人の部 第３位 中川拓斗 

●春高バレー2019石川県大会 

（平成 30年 10月 27日（土）いしかわ総合スポーツセンター） 

◆◆◆部活動の大会結果（平成３０年度２学期）◆◆◆ 

○印は市・加賀地区大会、●印は県大会、◎は北信越大会 小松商業高等学校 
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