
部活動 今年度の主な成績         

＜陸上競技＞ 

○第６８回高岡市長盃争奪加盟団体対抗陸上競技大会 

 女子２００ｍ  １位 手塚 麻衣      女子１００ｍH １位 手塚 麻衣 

女子８００ｍ ３位 野嶽 なごみ      女子円盤投  ３位 伊藤 藍里 

 女子４×１００ｍリレー ３位 小谷内真美 手塚麻衣 廣瀨友香  坊百花  

男子円盤投   １位 五十野 陽太  男子砲丸投   １位 五十野 陽太 

男子４×４００ｍリレー ２位 川西菖聖 舟塚侑矢 蒲田剣士 福島佑太 

女子 総合   ３位            男子 総合   ６位 

 

○第２４回富山カップ陸上競技大会 

 女子 １００ｍＨ １位 手塚 麻衣  大会新 県高校新 県新 

女子 ２００ｍ  １位 手塚 麻衣 

 

○富山県高等学校総合体育大会 

女子１００ｍＨ １位 手塚 麻衣 大会新 県高校新 県新 

女子２００ｍ  １位 手塚 麻衣     

男子砲丸投   １位 五十野 陽太 男子円盤投  １位 五十野 陽太 

男子八種競技  ３位 溝口  司 

女子５０００ｍ競歩 ３位 大井 萌香 女子１００ｍＨ  ４位 西島 茉依 

女子円盤投     ５位 伊藤 藍里 

男子ハンマー投  ６位 蔭島 慎助     以上 北信越大会出場 

男子ハンマー投  ７位 五十野 陽太 

女子５０００ｍ競歩 ７位 北山 美咲 

男子４００ｍＨ ８位 川西 菖聖   男子走幅跳   ８位 岡本 貫太 

女子円盤投   ８位 野村 美由紀 

 女子４×１００ｍリレー ７位 小谷内真美 手塚麻衣 西島茉依 坊百花  

  女子４×４００ｍリレー ７位  小谷内真美 廣瀬友香 野嶽なごみ津田彩夏 

女子 トラックの部 ３位 男子 フィールドの部  ５位    女子 総合の部   ６位 

 

○北信越高等学校陸上競技対校選手権大会 

女子１００ｍＨ １位 手塚 麻衣 １３秒６８ 大会新 県高校新 県新 

女子２００ｍ  ７位 手塚 麻衣     

男子砲丸投   ７位 五十野 陽太 男子円盤投 ８位 五十野 陽太 

  



○第６１回富山県陸上競技選手権大会 

 女子１００ｍＨ   １位 手塚 麻衣 １３秒６４  大会新 県新 

女子５０００ｍ競歩 ３位 北山 美咲 

 

○全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

  女子 １００ｍＨ   ３位 手塚 麻衣 

 

○第７２回富山県民体育大会 

  少年Ｂ女子 １００ｍ      １位    西島 茉依 

  少年Ｂ女子 １００ｍＹＨ    １位  西島 茉依 

                国民体育大会 出場 

少年Ｂ男子 走り幅跳び     ２位   岡本 貫太 

 

○第７４回国民体育大会 

  少年女子Ａ １００ｍＨ  ７位 手塚 麻衣 

  

○第５６回富山県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

  女子 １００ｍH   ２位 西島 茉依  男子ハンマー投 ２位 蔭島 慎介 

 女子 円盤投    ２位 野村美由紀 

  男子 ２００ｍ   ３位 杉澤 光流 男子 １００ｍ ４位 杉澤 光流 

  女子 ５０００ｍ競歩 ４位 北山 美咲 

                   以上 北信越大会出場 

男子 ４００ｍＨ ６位 蒲田 剣士 女子 ４００ｍＨ ６位 津田 彩夏 

男子 走幅跳     ６位 岡本 貫太 

女子 4×４００ｍリレー  ６位  

津田彩夏（２１Ｈ）西島茉依 堀井唯加 坊 百花 

  男子 八種競技 ７位 木原 秀人 男子 ハンマー投７位 岡田 優作 

 男子 三段跳 ８位  岡本 貫太 女子 走高跳 ８位 小谷内真美 

男子 円盤投 ８位   澤田 亮平 女子 砲丸投 ８位  野村美由紀 

  男子 4×４００ｍリレー ８位 

    安元天秋   杉澤光流  蒲田剣士 舟塚侑矢 

  女子 4×１００ｍリレー  ８位 

   小谷内真美 西島茉依  坊 百花 津田彩夏 

 

＜男子ソフトテニス部＞ 

○富山県高等学校総合体育大会 

個人戦 ベスト１６  円戸 皓久（１１Ｈ） 戸田 公成（１３Ｈ） 組 

                               北信越大会出場 

＜女子ソフトテニス部＞  

○富山県高等学校総合体育大会 

団体戦 ３位  

○富山県ジュニアソフトテニス選手権大会 



  団体戦   準優勝  高岡南高等学校 

○富山県高等学校ソフトテニスインドア地区予選 

 個人戦  １位  青島 未侑  坂林 玲花 組 

○富山県高等学校インドアソフトテニス選手権大会 

 団体戦 ３位 高岡南高等学校 

 

＜ソフトボール部＞ 

○高岡市民体育大会 １位 

    

＜野球部＞ 

○秋季富山県高等学校野球大会     ベスト８ 

○第 92 回選抜高等学校野球大会「21 世紀枠」に富山県推薦校として表彰 

 

＜女子バレーボール部＞ 

○高岡地区高等学校秋季バレーボール・リーグ戦  ３位 

  

＜女子バドミントン＞ 

○富山県高等学校総合体育大会  

団体戦  ベスト８ 

○富山県高等学校新人バドミントン選手権大会 

 団体戦  ベスト８ 

 

＜卓球＞ 

○富山県高等学校秋季卓球選手権大会 

 男子シングルス ベスト３２ 太田 篤希 

                 北信越選抜大会出場 

＜ヨット競技＞ 

○富山県高等学校総合体育大会 

  男子 シングルハンダー級 ３位 明野 一瑳    

○北信越高等学校総合体育大会 

男子 シーホッパー級ＳＲ ２位 明野 一瑳 

○第 72 回富山県民体育大会 

男子 シングルハンダー級 ２位 明野 一瑳 

○富山県高等学校秋季大会  

男子シングルハンダー級  １位 明野 一瑳 

 

＜水泳競技＞ 

○富山県高等学校総合体育大会  

男子 １００ｍ平泳ぎ ４位 塩路 悠斗 



 男子 ２００ｍ平泳ぎ ５位 塩路 悠斗 

                       以上 北信越大会 出場 

○富山県高等学校新人大会 

  男子２００ｍ個人メドレー １位 塩路 悠斗 

 

 

＜吹奏楽部＞ 

○第４７回富山県吹奏楽コンクール 高等学校Ａ部門  銀賞  

○第４１回高岡地区アンサンブルコンテスト   

金賞  金管八重奏      金賞     クラリネット四重奏 

金賞  打楽器五重奏     金賞     フルート三重奏 

 

＜美術部＞ 

○第４４回富山県青少年美術展 

絵画部門  佳作  松田 梨那   

入選  山谷 羽望   浅野 詩桜 

  彫刻部門  入選    上野 真菜 

○越中アートフェスタ 2019  

  平面部門   入選  浅野 詩桜 

 

＜書道部＞ 

○第４５回書径舎主催 学生書道展  

 高岡市議会議長賞  栗林 実希 

○第４４回富山県青少年美術展  

 書部門   金賞  西  帆波 

              銀賞  寺島 唯花 

 入選   黒田 彩歌   藤田 璃子   栗林 実希   前田みのり 

 

○第１８回岐阜女子大学主催全国書道展 大学賞 藤田 璃子 

○第３１回富山県高等学校文化祭 

 書道部門 県代表   寺島 唯花 

全国高等学校総合文化祭高知大会（令和２年度）  出場権獲得 

 

＜新聞部＞ 

○全国高等学校総合文化祭佐賀大会  新聞部部門  

 文化連盟賞 

     浜木 佳菜      明野 一瑳 

      今口華穂里      西浦 理人 

○第６６回県高校新聞コンクール 

   優秀賞 特別企画賞 コラム賞 速報賞 

○第２４回全国高校新聞年間紙面審査賞 入賞 

全国高等学校総合文化祭高知大会（令和２年度）  出場権獲得 



 

＜科学部＞ 

○全国高等学校総合文化祭 佐賀大会 自然科学部門 研究発表 化学部門 

 奨励賞   高岡南高等学校 科学部  

中山 珠佑  市野 晴己    京角 昌典  藤井 英哲 

                 （奨励賞は全国４位に相当する成績） 

 

○第１６回高校化学グランドコンテスト 出場 

中山 珠佑  市野 晴己    京角   昌典 藤井 英哲   島田  玲衣 

○第７８回富山県科学展覧会 創意工夫賞  科学部   

○第６３回日本学生科学賞富山県審査委員会 優秀賞  科学部 

○第３１回富山県自然科学研究発表会 優秀賞 科学部 

 全国高等学校総合文化祭高知大会（令和２年度） 出場権獲得 

○第７回北信越地区自然科学研究発表会 出場 

中山 珠佑  市野 晴己  

○第２２回化学工学会学生発表会にて研究発表（３月） 

中山 珠佑  市野 晴己   京角 昌典  藤井 英哲  島田  玲衣 

 

＜その他＞ 

○とやま科学オリンピック２０１９  

高校部門 化学分野 銀賞  市野 晴己  中山 珠佑 

        銅賞  京角 昌典  藤井 英哲 

  高校部門 数学分野  銅賞  水本  丈 

 

○令和元年度「高志の国文学」情景作品コンクール 

 文芸部門（詩） 銅賞 稲垣 有沙 

 文芸部門（短歌）銅賞 大橋 亮介 

文芸部門（俳句）銅賞 栗林 実希 

 

○校内読書感想文コンクール 

 １学年の部 最優秀賞 左近 菜々花 

                優秀賞 森 亜麻音   大角 風歌 

                優良賞 川瀬すみれ  縁山倫太郎   大塚 悠輝 

 ２学年の部 最優秀賞 青島 未侑 

                優秀賞 本川 遙翔   大橋 凜々 

                優良賞  大橋 亮介   野明 高汰    青木優里香   市野  澪 

 

○校内新聞感想文コンクール 

                入選    上野 真菜   林 美希  

                      今口華穂里   日詰真梨子 

 

○校内ビブリオバトル（図書部）     



           最優秀賞   京田 春樹  （県大会出場） 

優秀賞  髙田あかり      作道  文希        

島田明日華 

 

○人文科学コース 校内ビブリオバトル 

      最優秀賞  栗林 実希 

            優秀賞   西東 綾乃    高田 智帆 

 

○第６５回青少年読書感想文コンクール 県内選考 

 自由図書の部 入選 本川 遙翔  

課題図書の部 入選 左近菜々花  森 亜麻音 

 

○第３９回全国高校生読書体験記コンクール 県内選考 

入選 大角 風歌 

 

○第１６回北日本新聞社「わたしの新聞コンクール」県内選考 

 新聞感想部門 入選 今口華穂里  上野 真菜 寺島 唯花  

林  美希 日詰真梨子   

        

○全国高等学校ビブリオバトル 2019 富山県大会  

         奨励賞    栗林 実希 

 

○高岡市 美しいまちづくり推進功労表彰 

  富山県立高岡南高等学校 生徒会   

 

 

 

 

 


