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2013.4～2014.9 部活動の主な記録 
〇 野 球                                                                      

  夏の高校野球富山大会 H25 ベスト８ 

 

〇 陸 上 

  県高校総体     女子 800m H25７位 

  北信越高校新人大会 男子 5000mH25 出場 男子 3000mSCH25 出場 

 

〇 水 泳 

  北信越高校総体 男子高飛込 H25１位  男子飛板飛込 H25４位 

  インターハイ  男子高飛込 H25３位 

 

〇 男子バスケットボール 

  県高校総体   H25３位  H26 ２位 

  県春季大会   H26２位 

  県選抜大会   H25 ベスト４ 

 

〇 女子バスケットボール 

  県高校総体   H25２位  H26１位 

  インターハイ  H26 出場 

  県選抜大会   H25１位 

  ウインターカップ H25 出場 

 

〇 男子バレーボール 

  県高校総体   H25３位 H26１位 

  北信越高校総体 H26 ベスト４ 

  インターハイ  H26 出場 

  県選手権大会  H25３位 

 

〇 女子バレーボール 

  県春季大会   H25２位  H26４位 

  県高校総体   H25 ベスト８ H26５位 

 

〇 サッカー 

  県高校総体   H26１位 

  インターハイ  H26 出場 

  U-18 県サッカーリーグ１部 H25６位  H26４位 

  全国高校サッカー県大会  H25 ベスト４ 

 

〇 ラグビー 

  県秋季大会  H25１位 

  県春季大会  H26１位 

  県高校総体  H26１位 

  全国高校７人制ラグビー大会 ベスト 16 



- 2 - 

〇 男子バドミントン 

  県高校総体   団体 H25･H26１位，個人複 H25･H26１位，個人単 H25･H26１位 

  北信越高校総体 団体 H25２位 団体 H26１位 

  インターハイ  団体 H25 出場・個人複 H25 ベスト８・個人単 H25 ベスト 16 

          団体 H26 出場・個人複 H26５位・個人単 H26 ベスト 16 

  全国高校選抜大会 団体 H25 出場・個人複 H25 出場 

 

〇 男子柔道 

  県高校総体   81 ㎏級 H25 １位  100 ㎏超級 H25 ２位 

  北信越高校総体 81 ㎏級 H25２位 

  インターハイ  81 ㎏級 H25５位 

 

〇 女子柔道 

  県高校総体   52kg 級 H25３位  78 ㎏ 超級 H25３位 

 

○ 硬式テニス 

  県春季ジュニア選手権 16 歳以下男子シングルス H26３ 

  北信越春季ジュニア選手権 16 歳以下男子シングルス H26 ベスト８ 

 

〇 男子ゴルフ 

  県高校総体 団体 H25･H26１位，個人グロス H25･H26１位 

  全国高等学校ゴルフ選手権 H25 本大会出場  H26 中部地区予選出場 

  日本ジュニアゴルフ選手権 H25 本大会出場 

  県アマチュアゴルフ選手権 H25３位  H26１位 

 

〇 女子ゴルフ 

  県高校総体 団体 H25･H26１位 

  県アマチュアゴルフ選手権 H26１位 

 

〇 男子空手道 

  県高校総体 団体形 H25･H26２位  団体組手 H25･H26３位  個人形２位  

  北信越高校総体 団体 形・組手 H26 出場  個人形 H26 出場 

 

〇 女子空手道 

  県高校総体  個人形 H25･H26１位 

  インターハイ 個人形 H25･H26 出場 

  全国高校選抜大会 H25 出場 

 

〇 ダンス 

  ミスダンスドリルチームＵＳＡインターナショナル デュエット・トリオヒップホップ部門 H25３位 

  全国高校ダンスドリル選手権大会 ミスターソロ H25 出場 H26４位 

                  ヒップホップ男子スモール H25・H26４位  

                  ヒップホップ女子スモール H25 出場 
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〇 合 唱 

  全国高校総合文化祭 H25 出場 

  全日本合唱コンクール県大会  H25･H26 金賞 

  全日本合唱コンクール中部大会 H25 出場 

 

○ 美 術 

    県青少年美術展  H25 絵画入選・デザイン入選  

 

〇 写 真 

  全日本山岳写真 H25･H26 入選 

  県青少年美術展 H25 銀賞・銅賞・佳作・入選  H26 大賞・金賞・銀賞・佳作・入選 

  高岡市美術展 H26 奨励賞・入選 

 

〇 新 聞 

  全国高校総合文化祭 H25･H26 出場 

  全国高校新聞年間紙面審査 H26 優良賞 

    県高校新聞コンクール H25 最優秀賞 

 

〇 図書文芸 

  全国高校総合文化祭 H25 俳句・文芸部誌出場 H26 俳句・短歌・文芸部誌出場 

 

〇 囲 碁 

  全国高校囲碁選手権大会県大会 男子団体 H25１位・男子個人 H25１位 

  全国高校囲碁選手権大会 男子団体 H25 出場，男子個人 H25 ベスト 16 

  全国高校総合文化祭  H25 男子個人３位 

 

〇 日本文化 

  全国高校総合文化祭 吟詠剣詩舞部門 H25 出場 


