
部活動の記録 
（ＰＴＡ会報 vol164の内容を一部追加・修正しています。） 
    

女子バドミントン部 

8/17～18  県民体育大会 会場：野洲市総合体育館 

団体戦     

１回戦  八幡 5-0 近江    

２回戦  八幡 2-3 滋賀短   ２回戦敗退  

 

9/10～11  近畿大会県予選会 会場：滋賀県立体育館 

ダブルス 鈴木・中西組 ベスト８  近畿大会出場 

岡田・永屋組 ベスト１２ 近畿大会出場 

西郡・藤田組 ベスト１２ 近畿大会出場 

シングルス    鈴木 ベスト８  近畿大会出場 

藤田 ベスト１６ 

永屋 ベスト３２ 

中西 ベスト３２ 

 

10/27～28 秋季総体 会場：彦根市民体育センター 

団体戦 １部リーグ戦 

八幡 2-3 大津商業 

八幡 3-0 東大津 

八幡 3-1 能登川    ≪リーグ１位≫ 

決勝戦   八幡 1-3 滋賀短 ２位  近畿大会出場 

 

11/11～13 第63回近畿高等学校バトミントン選手権大会 

   会場：大阪府立門真ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ（ー東和薬品ﾗｸﾀﾌﾞﾄﾞｰﾑ） 

ダブルス  鈴木・中西組  ２回戦敗退 

       岡田・永屋組  １回戦敗退 

       西郡・藤田組  ２回戦敗退 

 シングルス 鈴木 舞菜   ２回戦敗退 

 

12/25～27 第45回記念全国高等学校選抜 

バドミントン大会近畿地区予選 

会場：神戸市立中央体育館 

団体戦 

トーナメント 

  １回戦 八幡 1-3 関西福祉科学大学［大阪］ 

17～20位決定トーナメント 

    １回戦 八幡 2-3 桂［京都］ 

21～24位決定トーナメント 

    １回戦 八幡 3-0 新宮［和歌山］ 

    ２回戦 八幡 3-0 膳所［滋賀］   ２１位 

 

男子バスケットボール部 

10/27 秋季総体  会場：守山市民体育館  

１回戦  対 滋賀学園  161-37 （勝ち） 

２回戦  対 石山    43-53 （負け）  

 

女子バスケットボール部    

10/27 秋季総体 会場：皇子が丘体育館 

１回戦  対 野洲高校  99-21 （勝ち）  

２回戦  対 八日市高校  54-55 （負け） ﾍﾞｽﾄ 32 

 

ワンダーフォーゲル部 

9/25 びわこカップ 会場：大津市比良げんき村 

近畿高校スポーツクライミング滋賀県予選 

男子 宮武 典万  ６位  近畿大会出場決定 

10/27～28 秋季高校総体登山大会 

会場：三重県 鈴鹿山系 宇賀渓、三池岳、竜ヶ岳 

宿泊 宇賀渓キャンプ場 

男子Ａ隊 １パーティ参加 

男子Ｂ隊 ３パーティ参加 

男子１６名参加 

 

11/13 近畿高校スポーツクライミング大会 

          会場：大津市比良げんき村 

 男子 宮武 典万     予選敗退 

 

剣道部      

10/27 秋季総体 会場：湖南市総合体育館 

男子団体 1回戦 八幡 1-4 長浜・長浜北 

女子個人 宇野 ３回戦敗退 小野 ２回戦敗退 

女子団体 ２回戦 八幡 0-1 八日市  

 

サッカー部    

10/22 秋季総体 会場：水口スポーツの森 

1回戦  対  米原高校  7-0 

10/27 秋季総体 会場：水口スポーツの森 

2回戦  対  彦根工業高校 2-3 敗退 ﾍﾞｽﾄ 32 

 

卓球部 

8/10 県民体育大会 

男子 学校対抗１回戦 本校 3-1 日野高校  

学校対抗２回戦 本校 3-0 甲南高等養護 

学校対抗３回戦 本校 0-3 米原高校  

女子 学校対抗１回戦 本校 1-3 彦根東高校 

8/11 

女子 シングルス３回戦 隅田 1-3 山田(虎姫高) 

10/27 秋季総体 

男子 学校対抗２回戦 本校 1-3 東大津高校 

女子 学校対抗１回戦 本校 3-1 能登川高校 

学校対抗２回戦 本校 1-3 彦根西・翔陽・翔西館高校 

男子 ダブルス３回戦進出 金尾、北川組 

シングルス３回戦進出 西尾、金尾 

女子 シングルス３回戦進出 隅田、 韮沢 

 

男子ソフトテニス部 

8/8 県民体育大会団体戦 会場：長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾄﾞｰﾑ 

１回戦     八幡 2-1 比叡山高校 

２回戦     八幡 0-2 伊香高校 

９位決定戦   八幡 2-0 玉川高校     ９位 

8/9~10 県民体育大会個人戦 会場：長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾄﾞｰﾑ  

鈴木・森嶋組   ベスト３２ 

安岡・白井君   ベスト６４ 

9/25 シングルス研修大会 

鈴木裕翔     3位 

10/27 秋季総体団体戦 会場：長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾄﾞｰﾑ 

１回戦     八幡 2-1 彦根翔西高校  

２回戦     八幡 2-0 虎姫高校 

３回戦     八幡 0-2 瀬田工業高校  5位 

10/28~29 秋季総体個人戦 

椙森・冨江組   ベスト３２ 

鈴木・森嶋組   ベスト６４ 

北川・井上組   ベスト６４ 

 



女子ソフトテニス部    

8/4 県民体育大会団体戦 会場：長浜ﾊﾞｲｵ大学ﾄﾞｰﾑ 

１回戦     八幡 0-3 甲西高校 

10/27 秋季総体団体戦 会場：長浜市民コート 

１回戦     八幡 1-2 水口高校 

10/29秋季総体個人戦 

奥村・下田組   ベスト６４ 

 

女子バレーボール部   

9/10 県民体育大会 

１回戦 守山高校    25-18 25-16   2-0 

２回戦 米原高校     25-23 25-18   2-0 

３回戦 滋賀学園高校  9-25 15-25   0-2 ﾍﾞｽﾄ 16 

10/27 秋季総体 

グループ戦 北大津高校 25-17 25-21  2-0 

10/28 秋季総体 

１回戦 国際情報高校 25-17 25-17  2-0 

２回戦 滋賀学園高校 13-25 19-25  0-2 ﾍﾞｽﾄ 16 

 

硬式野球部    

9/17  秋季大会 会場：今津スタジアム 

１回戦   対 国際情報  5-6 

9/19 

２回戦   対 東大津   2-6     ２回戦敗退 

 

陸上競技      

7/22 県民体育大会 

男子 800ｍ    ２位  押久保 皓生 1'59"43 

砲丸投   ８位  中島 儀樹  10ｍ03 

ハンマー投 ４位  羽田 航   41ｍ26 

女子 400ｍＨ      ７位    澁谷 柚依   1'13"16 

8/17～19 県ユース選手権 

男子  男子フィールド３位  

２年 ２００ｍ  ８位 久田 雅也    23"06 

２年 ８００ｍ  ２位 押久保 皓生  1'58"55 

２年 １５００ｍ ６位 押久保 皓生  4'08"93 

２年 砲丸投   ５位 中島 儀樹   10ｍ83 

２年 円盤投   ８位 羽田 航    24ｍ87 

２年 ハンマー投 ２位 中島 儀樹   42ｍ51 

２年 ハンマー投 ３位 羽田 航    42ｍ15 

１年 砲丸投   ５位 中林 岳大   9ｍ02 

１年 円盤投   ７位 山岡 歩夢   23ｍ95 

１年 ハンマー投 ２位 日向 翼    32ｍ41 

１年 ハンマー投 ３位 中林 岳大   31ｍ77 

１年 やり投   優勝 奥村 晃忠   51ｍ58 

１年 やり投   ４位 槇田 悠希   44ｍ44 

女子  

２年 ４００ｍＨ ７位 澁谷 柚依   1'12"36 

 １年 ２００m  ８位 藤居 莉子   27”48(W) 

9/16 近畿ユース選手権 

男子 

２年 ８００ｍ   ４位 押久保 皓生  1'56"73 

２年 ハンマー投  14位 羽田 航   42ｍ10 

２年 ハンマー投  16位 中島 儀樹  39ｍ47 

１年 ハンマー投  12位 日向 翼   32ｍ08 

１年 ハンマー投  14位 中林 岳大  29ｍ67 

１年 やり投    15位 奥村 晃忠  44ｍ97 

 

10/27~29 秋季総体 

男子 男子総合 ７位 男子フィール ド５位 

８００ｍ  優勝  押久保 皓生  1'58"62 

１５００ｍ  ２位  押久保 皓生  4'10"42 

ハンマー投  ２位  羽田 航    43ｍ95 

ハンマー投  ４位  中島 儀樹   42ｍ48 

ハンマー投  ７位  中林 岳大   36ｍ12 

やり投    ４位  奥村 晃忠   52ｍ39 

やり投    ８位  水野 颯太   48ｍ11 

女子 ４００ｍＨ ６位  澁谷 柚依   1'11"46 

 

吹奏楽部      

7/24第52回滋賀県吹奏楽コンクール地区予選 

高等学校Ａの部 銀賞受賞 

7/30第59回中部日本吹奏楽コンクール滋賀県大会 

高等学校小編成の部 金賞・滋賀県教育委員会教育長

賞・滋賀県代表  

高等学校県独自の部 金賞受賞 

10/9第59回中部日本吹奏楽コンクール本大会 銀賞受賞 

 

10/28滋賀県高等学校総合文化祭吹奏楽部門 

バレエ音楽「ガイーヌ」より を演奏 

 

音楽部 

10/28滋賀県高等学校総合文化祭 吹奏楽（器楽・管弦楽

部門）参加 会場 守山市民ホール 

「いつか王子様が」「It's A Small World」2曲を演奏 

 

11/20近畿高等学校総合文化祭 参加  

会場 神戸市神戸新聞松方ホール 

「アルキーナ組曲」から3曲を演奏 

 

書道部 

10/16第２５回国際高校生選抜書展  

入選 1年２組 寺口 由羽 

11/7第４０回滋賀県青少年書展  

金賞 1年５組 井狩 紀香 

 

写真部 

7/18滋賀県高文連写真部会夏季合同撮影会に参加 

長浜文化芸術会館・長浜市内各地（長浜市） 

10/27･28 第３７回滋賀県高等学校総合文化祭写真部門

（写真展） 

２年 西堀 紘平 「夏の思い出」 佳作 

11/19･20 第36回近畿高等学校総合文化祭兵庫大会写真

部門 兵庫県姫路市  

２年 松本 紘幸 「幻」（全紙） 出品 

19日：作品展示・表彰式・講評会 イーグレ姫路（姫

路市民ギャラリー） 

20日：撮影会 姫路城周辺 

 

社会福祉部     

7～8月竜王町障害児事業サマーボランティア、 

近江八幡市育成事業 はちのこ ボランティア 

9/25あゆみ祭りボランティア（東近江市役所あゆみ作業所） 

9月 はちの子 ふれあい祭り 

手話コーラス発表、ボランティア 10名参加 

 



10/9 高校生の集い手話ステージ発表（滋賀県人権センタ

ー）36名 

10/16 蒲生の祭り ボランティア(東近江市 あかね寮) 

25名 

10/22 第60回滋賀県人権教育研究大会 手話パフォーマ

ンス発表 36名 

10/30 きぬがさ祭り ボランティア（安土 セミナリヨ一

帯 きぬがさ作業所）19名 

11/3~6平成28年度青少年赤十字国際交流事業「JRC 

International Meeting Tokyo2016」 

滋賀県代表 2年 川﨑 菜々子 

11/7 オレンジリボン啓発 JR近江八幡駅 10名 

11/13 やまびこ福祉会イベントボランティア 14名参加 

11/13 オレンジリボン啓発 彦根シティマラソン 3名 

 


