
陸上競技 

○第６６回高岡市長盃争奪加盟団体対抗陸上競技大会 

 男子 ８００ｍ  ２位 永井修太郎 

    走幅跳   ２位 野村 祐太 

 女子 総合    ３位 

１００ｍ  ３位 牧口 晴香 

    ２００ｍ  ２位 牧口 晴香 

    ４００ｍ  １位 手塚 麻衣 

    １００ｍH ２位 松井 菜緒 

    砲丸投   １位 草塩 はな 

    円盤投   ２位 草塩 はな 

    やり投   ２位 草塩 はな 

    ４×１００ｍR １位 樋口琴海 手塚麻衣 牧口晴香 松井菜緒 

 

○第２２回富山カップ陸上競技大会 

 男子 ８００ｍ  ２位 永井修太郎 

 女子 砲丸投   １位 草塩 はな 

    円盤投   ２位 草塩 はな 

 

○平成２９年度富山県高等学校総合体育大会 

男子 総合    ４位 

フィールド ３位 

８００ｍ  １位  永井修太郎 

４００ｍ  ６位  永井修太郎 

４００ｍＨ ７位  堀  圭成 

５０００ｍW７位  一村 優李 

やり投   １位  森  琢人 

円盤投   ２位  森  琢人 

砲丸投   ４位  森  琢人 

八種競技  ５位  野村 祐太 

    ハンマー投 ６位  塚西 弘輝 

 女子 フィールド ５位  

４００ｍ  １位  手塚 麻衣 

４００ｍＨ ４位  柴  綾音 

砲丸投   １位  草塩 はな 



円盤投   ２位  草塩 はな 

やり投   ４位  草塩 はな 

  円盤投   ６位  堺  美聡 

七種競技  ３位  松井 菜緒 

 

○平成２９年度北信越高等学校総合体育大会 

 男子 ８００ｍ  ６位  インターハイ出場・永井修太郎 

    やり投   １位  インターハイ出場・森  琢人 

    円盤投   ８位  森  琢人 

 女子 フィールド ３位 

    ４００ｍ  ８位  手塚 麻衣 

    砲丸投   １位  インターハイ出場・草塩 はな         

    円盤投   ２位  インターハイ出場・草塩 はな 

 

○第５９回富山県陸上競技選手権大会 

 男子 ８００ｍ  ２位  永井修太郎 

 女子 砲丸投   １位  草塩 はな 

 女子 円盤投   ２位  草塩 はな 

 

○平成２９年度富山県スポーツフェスタ第 70 回富山県民体育大会 

 少年男子Ｂ 砲丸投   １位  五十野陽太 

 少年女子Ｂ １００ｍ  １位  五十野陽太 

  少年女子Ｂ １００ｍＨ １位  手塚 麻衣 

 少年女子共通 円盤投  ２位  草塩 はな 

 少年女子共通 やり投  ２位  草塩 はな 

 

○第６１回北陸陸上競技選手権大会 

 女子  砲丸投     ３位  草塩 はな 

 男子  やり投     ３位  森  琢人 

 

○第５４回富山県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

 男子 ５０００ｍW  ６位  一村 優季 

 円盤投    １位  五十野陽太 

    砲丸投    ４位  五十野陽太 

    ハンマー投  ３位  塚西 弘輝 



 女子 ２００ｍ   １位  手塚 麻衣 

    １００ｍH   １位  手塚 麻衣 

 ５０００ｍW  ７位  大井 萌香 

    砲丸投    １位  草塩 はな 

    円盤投    １位  草塩 はな 

           ８位  伊藤 藍里 

    やり投    ２位  古井  瞳 

    4×100mR   ５位  尾矢愛果 手塚麻衣 廣瀨友香 村上紗也佳 

    4×400mR   ７位  尾矢愛果 廣瀨友香 手塚麻衣 村上紗也佳 

 

○第２２回北信越高等学校新人陸上競技大会 

 男子 円盤投  ８位  五十野陽太 

 女子 １００ｍH ４位  手塚 麻衣 

２００ｍ ５位  手塚 麻衣 

    砲丸投  １位  草塩 はな 

    円盤投  １位  草塩 はな 

 

○第７２回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体） 

少年女子 B １００ｍYH ７位  手塚 麻衣 

 

ソフトテニス部 

○平成２９年度富山県高等学校総合体育大会 

 ベスト１６・北信越出場 広浜仁 武田昴弘 ペア  

ベスト１６・北信越出場 尾山佳乃子 細川凜 ペア 

○インドア地区予選 （個人戦）  

３位・県大会出場  宮脇 伸行  

ベスト４    青野 紘己  

  

ソフトボール部  

 

○平成２９年度富山県高等学校総合体育大会    ３位 

○平成２９年度富山県高校春季大会        ３位 

○平成２９年度第４回富山県高等学校秋季地区大会 ２位 

○平成２９年度第３６回富山県高等学校新人大会  ３位 



 

サッカー部 

○U-17 富山県サッカーリーグ 2017 Ｂグループ   1 位 

空手道競技 

○平成２９年度富山県高等学校総合体育大会 

女子個人形  １位  西島 菜恵 

女子個人組手 ２位  西島 菜恵 

○平成２９年度富山県スポーツフェスタ第７０回富山県民体育大会 

少年女子組手 １位  西島 菜恵 

○平成２９年度富山県高等学校新人大会  

女子個人形  １位  西島 菜恵 

水泳 

○平成２９年度富山県高等学校総合体育大会 

 男子 背泳ぎ２００ｍ    ８位・北信越出場 添田 悠介 

    個人メドレー２００ｍ ６位・北信越出場 添田 悠介 

    個人メドレー２００ｍ ８位・北信越出場 河口 史都 

吹奏楽部 

○第４５回富山県吹奏楽コンクール 金賞 高等学校Ａ部門 

 

書道部 

○第４３回書径舎学生展 

 北日本新聞社賞  石黒 智帆 

 

美術部 

○第４２回富山県青少年美術展  

 デザイン部門 入選 野口 陽香  

 

新聞部 

○全国高等学校総合文化祭出場 木沢 石坂 室谷 松本 



 

 

科学部 

○富山大学ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ 2017 高校生の研究発表 最優秀賞 

○第 76 回富山県科学展覧会化学部門      最優秀賞 

○第 61 回日本学生科学賞            中央審査出品      

○第 29 回自然科学部研究発表会ポスター発表 優良賞・北信越大会出場 

○とやま科学オリンピック２０１７ 

 高校部門化学分野 銀賞   橋場拓弥 小杉岳史 

 高校生部門化学分野 銅賞  釘宮優希 明野有沙 中山陽希 保科俊輔 

 

文芸同好会 

○第１７回富山県高等学校文芸作品展  

詩部門  優秀賞・全国高文祭出場 藤川顕太郎  

散文部門 佳作          大能 和也 

 

○平成２９年度「高志の国文学」情景作品コンクール 

文芸部門 銀賞 小嵐 龍太郎 

 

その他 

○わたしの新聞感想コンクール 銀賞 粟江 柚香 


