
令和２年度 部活動等成績一覧          Ｒ３、３．２４ 確定      

＜陸上競技部＞ 

○令和２年度富山県スポーツフェスタ 第 73 回冨山県民体育大会 

  

 少年共通男子 円盤投げ ２位 澤田 亮平（２４Ｈ） 

 

○TOYAMA 2020 高等学校スポーツ交流大会 富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 

  

   女子 5000ｍ競歩 ２位 北山 美咲（２１Ｈ）男子 走り幅跳び ２位 岡本 貫太（２４Ｈ） 

   男子 円盤投げ    ２位 澤田 亮平（２４Ｈ）男子 ハンマー投げ２位 澤田 亮平（２４Ｈ） 

    （以上 スポーツ庁長官特別賞を受賞） 

男子 ２００ｍ  ３位 杉澤 光流（３３Ｈ）男子 １００ｍ  ４位 杉澤 光流（３３Ｈ） 

   男子 ４００ｍ    ４位 岡本 貫太（２４Ｈ）女子 走高跳び ４位  徳田 瑠南（１４Ｈ） 

   男子 棒高跳び  ４位 安元 天秋（２２Ｈ）男子 5000ｍ競歩５位 三辺 匡紀（２４Ｈ） 

  男子 三段跳び  ６位 岡本 貫太（２４Ｈ）男子 ハンマー投７位 岡田 優作（２１Ｈ） 

  男子 円盤投げ  ８位 城家 悠真（２４Ｈ） 

 

○第５７回富山県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

  男子 フィールドの部１位 高岡南高等学校 

女子 フィールドの部７位 高岡南高等学校 

  男子 総合の部   ２位 高岡南高等学校 

     

男子 ハンマー投 １位 澤田 亮平（２４Ｈ） 男子 円盤投げ  １位 澤田 亮平（２４Ｈ） 

    女子 100ｍ    ２位 林  瑞月（２４Ｈ）男子 400m     ２位 岡本 貫太（２４Ｈ） 

    男子 走幅跳び    ２位  岡本 貫太（２４Ｈ）女子 400m ハードル２位 西島 茉依（２１Ｈ） 

    男子 5000ｍ競歩 ３位 三辺 匡紀（２４Ｈ） 女子 5000ｍ競歩 ３位 北山 美咲（２１Ｈ） 

    男子 棒高跳び  ３位 安元 天秋（２２Ｈ） 男子 ハンマー投 ３位 岡田 優作（２１Ｈ） 

          以上 北信越大会出場 

男子 円盤投げ  ４位 城家 悠真（２４Ｈ）女子 円盤投げ    ４位 長谷川実咲（１２Ｈ） 

    男子 やり投げ    ４位 森  滉貴（２３Ｈ）女子 走り高跳び  ５位  徳田 瑠南（１４Ｈ） 

 

    女子 4×100m リレー ５位 

     坂下莉彩（２４Ｈ） 堀井唯加（２１Ｈ）林 瑞月（２４Ｈ） 西島茉依（２１Ｈ） 

 

   女子 4×400m リレー ５位 

     堀井唯加（２１Ｈ） 西島茉依（２１Ｈ）山谷明佳里（２４Ｈ）坂下莉彩 （２４Ｈ） 

 

     男子 200m ７位 豊田 勇信（１３Ｈ）女子 400m８位  堀井 唯加（２１Ｈ） 

     男子 4×400m リレー ８位 

     豊田勇信（１３Ｈ）城家悠真（２４Ｈ）小川 裕（２４Ｈ）岡本貫太（２４Ｈ） 

 

○第２５回北信越高等学校新人陸上競技大会 



女子 400m ハードル５位 西島 茉依（２１Ｈ）男子 ハンマー投 ５位 澤田 亮平（２４Ｈ） 

男子 400m     ６位 岡本 貫太（２４Ｈ）男子 走幅跳び    ７位  岡本 貫太（２４Ｈ） 

男子 円盤投げ  ７位 澤田 亮平（２４Ｈ）女子 5000ｍ競歩 ８位 北山 美咲（２１Ｈ） 

 

＜ソフトボール部＞ 

○第１７回 富山県高等学校秋季大会 ソフトボール競技 第３位 

    高岡南高等学校  

 

＜男子バドミントン部＞ 

○第２９回富山県高等学校１年生バドミントン選手権大会 

  男子シングルス  ３位 藤田 勇吾（１２Ｈ） 

 

＜女子バドミントン部＞ 

○第６３回高岡市加盟団体対抗バドミントン選手権大会 

  一部 女子 次勝 高岡南Ｃ 

 

＜卓球部＞ 

○富山県高等学校秋季卓球選手権大会 

  男子シングルス 池田 紘規（２１Ｈ）ベスト 16 

女子シングルス 新畑 彩那（１２Ｈ）ベスト 32 

以上 北信越選抜大会出場権獲得 

 

○令和２年度高岡市卓球選手権大会 

  一般女子の部 ３位 小松 未空（１２H） 

                      

＜吹奏楽部＞ 

○第４２回高岡地区アンサンブルコンテスト   

金賞  打楽器五重奏      金賞  クラリネット八重奏 

金賞  金管八重奏       銀賞  フルート三重奏 

 

＜美術部＞ 

○第３２回富山県高等学校文化祭 

   美術・工芸部門 奨励賞  土倉 侑紗（２２Ｈ） 

（第５１回富山県造形教育作品展 出品） 

 

○第４５回富山県青少年美術展 

絵画部門 銀賞  髙田あかり（３１Ｈ） 

        入選   土倉 侑紗（２２Ｈ）  入選   東海 佳奈（２２Ｈ） 

入選   東海 優輝（２２Ｈ）  入選   川原 愛華（２３Ｈ） 

入選   片岡未優菜（１４Ｈ）  入選   土居  花（１４Ｈ） 

 

○全国高等学校美術・工芸研究大会 2020 とやま大会 

  展示作品として選抜（大会は感染症拡大のため中止） 

      竹内  鈴（３３Ｈ） 



 

＜書道部＞ 

○第４４回全国高等学校総合文化祭（高知大会）WEB SOUBUN  

 特別賞・文化連盟賞  寺島 唯花（３１Ｈ） 

 

○第４５回富山県青少年美術展  

  書部門  佳作   藤田 璃子（２１Ｈ） 

      入選   寺島 唯花（３１Ｈ）  入選   黒田 彩歌（２４Ｈ） 

入選   小西 侑貴（１１Ｈ）  入選   清都加菜里（１２Ｈ）   

入選   髙野 真未（１４Ｈ） 

 

○第１９回岐阜女子大学主催 全国書道展 

 奨励賞  栗林 実希（３１Ｈ）   奨励賞  寺島 唯花（３１Ｈ）    

  優秀賞  西  帆波（３１Ｈ）   優秀賞  甲  優花（２３Ｈ） 

  優秀賞  岩井 陽花（１１Ｈ）   優秀賞  清都加菜里（１２Ｈ） 

  優秀賞  野村 美花（１１Ｈ）  

 

○第４１回ふれあい書道展 

特選  西  帆波（３１Ｈ）   特選  栗林 実希（３１Ｈ） 

特選  寺島 唯花（３１Ｈ）   特選  甲  優花（２３Ｈ） 

 

○第６２回富山県小・中・高校生書初め大会 

   推選  岩井 陽香（１１Ｈ）   推選  野村 美花（１１Ｈ） 

   特選  島田 奈柚（１１Ｈ）   特選  清都加菜里（１２Ｈ） 

   特選  中山 夢子（１３Ｈ） 

＜新聞部＞ 

○第４４回全国高等学校総合文化祭（高知大会）WEB SOUBUN 文化連盟賞  

  永田 桜月（２２Ｈ）     石村 遥己（２４Ｈ） 

 

○第２４回全国高校新聞年間紙面審査賞  

  優良賞   新聞部 

 

○第６７回富山県高等学校新聞コンクール 

  優秀賞   速報賞 

 

○第２５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和歌山大会（令和３年度）出場権獲得 

 

＜科学部＞ 

○第２２回化学工学会学生発表会 （令和２年３月） 

特別奨励賞 



 

○第４４回全国高等学校総合文化祭（高知大会）WEB SOUBUN 文化連盟賞 

    中山 珠佑（３４Ｈ）  市野 晴己（３４Ｈ） 

  藤井 英哲（３４Ｈ） 

 

○第８回北信越地区高等学校自然科学研究発表会 

   研究奨励賞  科学部 

 

○第２３回化学工学会学生発表会（令和３年３月） 

   奨励賞    島田 玲衣（２４Ｈ） 河口 侑生（１３Ｈ） 

 

 

第３２回富山県高等学校自然科学部研究発表会 

 ポスター部門 優良賞 科学部 

  北信越地区高等学校自然科学発表会 出場権獲得  

 

＜文芸同好会＞ 

○第３２回富山県高等学校文化祭 

 （第２０回富山県高等学校文芸作品展） 

 俳句部門 最優秀賞 髙橋 想汰（１２Ｈ）  

 俳句部門 優秀賞  山﨑 琉生（１３Ｈ） 

 詩部門  優秀賞  折本 心華（１３Ｈ） 

 

 

＜水泳競技＞ 

○TOYAMA 2020 高等学校スポーツ交流大会 富山県夏季水泳競技大会 

 男子 200m 平泳ぎ ２位 塩路 悠斗（２３Ｈ） 

  （スポーツ庁長官特別賞受賞） 

男子 100m 平泳ぎ ３位 塩路 悠斗（２３Ｈ） 

 

○第３５回富山県高等学校新人水泳競技大会 

 男子 100m 平泳ぎ １位 塩路 悠斗（２３Ｈ）  男子 50m 平泳ぎ ２位 塩路 悠斗（２３Ｈ） 

 

※TOYAMA 2020 高等学校スポーツ交流大会において、３年生が出場した部活動 

 

 陸上競技部 野球部  卓球部  サッカー部  男子バスケットボール部  ソフトボール部 

 

＜その他＞ 

○JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2020 

  佳作  坂井 怜菜（21H） 

 

○令和２年度「高志の国文学」情景作品コンクール 

 文芸部門（詩） 銅賞 金森江里菜（２１Ｈ） 文芸部門（俳句）銅賞 中井 亮典（２１Ｈ） 

文芸部門（散文）銅賞 藤田 璃子（２１Ｈ） 



文芸部門（詩） 佳作 津田 礼百（２１Ｈ） 文芸部門（俳句）佳作 駒井  颯（２１Ｈ） 

 

○校内読書感想文コンクール 

  校内読書感想文コンクール 

 １学年の部 最優秀賞  都筑 彩乃（１２Ｈ） 

          優秀賞  折本 心華（１３Ｈ）      優秀賞   鈴木 栞奈（１３Ｈ） 

                優良賞  浦嶋 乃愛（１１Ｈ）      優良賞  山田あかり（１１Ｈ） 

                優良賞   山本 梨紗（１３Ｈ）      優良賞    山本 梨華（１４Ｈ） 

  

２学年の部 最優秀賞  左近菜々花（２２Ｈ） 

                優秀賞  髙野 明里（２１Ｈ）        優秀賞  東海 佳奈（２２Ｈ） 

                優良賞   奥野 紗文（２３Ｈ）        優良賞  出口 莉緒（２３Ｈ） 

優良賞  石村 遥己（２４Ｈ）        優良賞  大角 風歌（２４Ｈ） 

 

○第４０回全国高校生読書体験記コンクール中央選考 

入選   髙野 明里（２１Ｈ） 

 

○第１７回わたしの新聞コンクール 

 新聞感想部門 銅賞   上田 凱也（２１Ｈ）    銅賞  坂井 怜菜（２１Ｈ） 

        入選   梅田 朋華（２１Ｈ）    入選  西島 茉依（２１Ｈ） 

        入選   本保 采海（２１Ｈ）     入選  柳瀬 太一（２１Ｈ） 

   

 

  

 


