
【第29回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会】

◇ウエイトリフティング部

　 　５８ｋｇ級    ６位 Ｃ２ 谷口　さつき

　 ＋７５ｋｇ級　　１位 Ｃ３ 清水　里佳子

◇ウエイトリフティング部

団体　１位

・個人男子

　 　５６ｋｇ級　　１位 Ｍ３ 高田　哲也

　 　６２ｋｇ級　　１位 Ｐ３ 大　直杜

　 　６９ｋｇ級　　１位 Ｏ３Ｂ 松本　響矢

　 　７７ｋｇ級　　１位 Ｃ２ 加藤　楓

　 　８５ｋｇ級　　１位 Ｏ２Ｃ 河村　紀毅

Ｏ２Ｂ 作田　千尋

Ｏ２Ｃ 黒田　瑞稀

Ｍ３ 長森　楓太

・個人女子

　 　５３ｋｇ級　　１位 Ｍ３ 小森　美郷

 　　６３ｋｇ級　　１位 Ｃ２ 谷口　さつき

 　　６９ｋｇ級　　１位 Ｏ２Ａ 広田　雅

　 ＋７５ｋｇ級　　１位 Ｃ３ 清水　里佳子

◇ソフトボール部

優勝

◇剣道部　

男子個人　　　３位 Ｐ２ 河岸　颯

◇弓道部　

近的団体女子　優勝

近的団体男子　３位　　　　　　

近的個人女子　優勝 Ｃ３ 岡本　澪奈

近的個人男子　優勝 Ｍ３ 萩中　一稀

【ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会】

◇レスリング　

７２ｋｇ級　３位 Ｍ３ 朝野　未紗

【新川地区大会】

◇ソフトテニス部　

男子　団体戦　 優勝

　　　個人戦 優勝 Ｐ２ 横山　健也

Ｍ２ 山本　楓太

女子　団体戦　 優勝

　　　個人戦 優勝 Ｃ３ 松原　佑生

Ｃ３ 西野　愛美

＜その他＞

◇海洋科

【交通安全ポスターコンクール】

優秀賞 Ｍ３ 滝川　春海

　　 ９４ｋｇ級　　１位

　 １０５ｋｇ級　　１位

 ＋１０５ｋｇ級 　 １位
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＜県春季大会＞



　　２０１４．６．１１

弓道部　団体男女ペア優勝！ ◇サッカー部 ２回戦 ３ ー １ 入善

◇弓道部 団体男子 １位 全国・北信越大会出場 ３回戦 ０ ー ９ 富山第一

団体女子 １位 全国・北信越大会出場

個人男子 ３位 Ｍ２ 萩中　　凌 ◇ソフトテニス部　　

５位 Ｐ３ 石浦　滉貴 男子団体 ２回戦 ２　ー　１ 南砺福野

個人女子 １位 Ｃ３ 岡本　澪奈 ３回戦 ２　ー　０ 泊

（全国大会出場） 準決勝 ２　ー　１ 富山工業

３位 O３B 三浦ひかる 決勝 ０　ー　２ 高岡商業

５位 Ｍ２ 堀田　朱莉 女子団体 １回戦 １　ー　２ 南砺福光

個人男子 ベスト１６

◇ソフトボール部　女子の部　優勝　　　　北信越・全国大会出場 個人女子 ベスト１６

１回戦 １０  －　０ 富山東 北信越大会出場 男子団体、松原（Ｃ３）、西野（Ｃ３）、上坂（Ｐ３）

２回戦 １０  －  ０ 魚津

準決勝 １３　－　０ 新湊

決勝 　８　－　１ 雄山 ◇バレーボール部

男子 １回戦 １　ー　２ 不二越工業

◇ウエイトリフティング部　団体優勝　 女子 １回戦 ０　ー　２ 富山南

個人男子
５６ｋｇ級 １位 Ｐ３ 大　直杜

６２ｋｇ級 １位 Ｏ３Ｂ 嘉指　喬久
◇バスケットボール部

７７ｋｇ級 １位 Ｃ２ 加藤　楓
男子 ２回戦 ６５－４８ 南砺福野

８５ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｃ 河村　紀毅
３回戦 ８４－６３ 富山中部

９４ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｂ 作田　千尋
準々決勝 ５４－７６ 高岡第一

１０５ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｃ 黒田　瑞稀
女子 １回戦 １３５－１３ 高岡龍谷

＋１０５ｋｇ級 １位 Ｍ３ 長森　楓太
２回戦 １０１－５７ 小杉

３回戦 ４９－７５ 高岡第一

個人女子
４８ｋｇ級 １位 Ｍ３ 小森　美郷

５８ｋｇ級 １位 Ｃ２ 谷口　さつき
◇剣道部　　

６３ｋｇ級 １位 Ｍ３ 花房　里佳子
男子団体 １回戦 ４　ー　１ 大門

６９ｋｇ級 １位 Ｏ２Ａ 広田　雅
２回戦 ２　ー　３ 呉羽

７５ｋｇ級 １位 Ｃ１ 星名　沙耶香
男子個人 ５位 Ｐ２ 河岸　颯

＋７５ｋｇ級 １位 Ｃ３ 清水　里佳子
（北信越大会出場）

北信越大会出場 嘉指、松本、大西、髙田、長森、藤堂、作田　 ◇卓球部　　

林、細川、河村、黒田、加藤、青木、山本、寺澤 男子団体 １回戦 ０　ー　３ 高岡第一

谷川、中嶋、清水、小森、花房、広田、谷口、星名 女子団体 １回戦 ３　ー　１ 高岡商業

全国大会出場 大西、髙田、嘉指、松本、藤堂、加藤、河村、作田、谷川 ２回戦 ０　ー　３ 高岡西

全国女子大会出場清水、小森、花房、広田、谷口

◇バドミントン部

◇レスリング部  　　 男子 １回戦 ０　－　３ 上市

学校対抗 ２位
女子 １回戦 ３　ー　１ 八尾

６０ｋｇ ２位 Ｍ２ 水口　遼二 ２回戦 ０　ー　３ 富山商業

７４ｋｇ １位 Ｏ３Ｂ 石井　良祐

北信越大会出場 石井、角川、杉原、朝野、寺田、水口、小杉、稲浪

全国大会出場 石井（Ｏ３Ｂ）、朝野（Ｐ３）

横山（Ｃ２）、関口（Ｏ２Ｂ）

上坂（Ｐ３）、中野（Ｃ２）

松原（Ｃ３）、西野（Ｃ３）

関口（Ｏ２Ｂ）、中野（Ｃ２）、横山康（Ｃ２）

 ソフトボール部　５年連続１５度目の優勝！
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個人男子 個人女子

平泳ぎ　 　１００ｍ １位 Ｐ３　　　中嶋康介 個人リレー　２００ｍ ４位 Ｍ２　　小林　莉奈

平泳ぎ　 　２００ｍ １位 　　　〃 個人リレー　４００ｍ ３位

自由形　 　１００ｍ ２位 Ｏ２Ｂ　 小鍋　佑太

バタフライ　１００ｍ ２位 　　　〃

◇ウエイトリフティング部　 ◇ソフトボール部　　　２位

団体男子 ２位

個人男子 ５６ｋｇ級 ３位 P３ 大西　直杜 ◇レスリング部　　　

６２ｋｇ級 ３位 Ｏ３Ｂ 松本　響矢 個人男子 ５０ｋｇ級 １位 Ｐ３ 角川　颯亮

１０５ｋｇ級 ２位 Ｏ２Ｃ 黒田　瑞稀 ７４ｋｇ級 １位 Ｏ３Ｂ 石井　良祐

＋ １０５ｋｇ級 ２位 Ｍ３ 長森　楓太 個人女子 ７０ｋｇ級 １位 Ｍ３ 朝野　未紗

団体女子 1位 ◇弓道部

個人女子 ６３ｋｇ級 １位 Ｃ２ 谷口　さつき 男子団体 ３位

６９ｋｇ級 １位 Ｏ２Ａ 広田　　雅

７５ｋｇ級 ２位 Ｃ１ 星名　沙耶香

＋ ７５ｋｇ級 １位 Ｃ３ 清水　里佳子

◇海洋科

優秀賞

北陸漕艇大会 ２位

　　　　　　　　滑 高 滑 高 滑 高 滑 高 タ イ ム スタ イ ム スタ イ ム スタ イ ム ス　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．３３３３

北信越大会成績報告北信越大会成績報告北信越大会成績報告北信越大会成績報告

　　　〃

高校総体結果高校総体結果高校総体結果高校総体結果

その他その他その他その他

◇水泳　　　北信越大会出場

２０１４．６．２４

水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト富山大会

（９年連続９回目）



　【北陸三県遠的弓道大会】

◇弓道部

個人３位 Ｃ３ 岡本　澪奈

　【県民体育大会】

◇弓道部

近的少年男子１位 Ｐ２ 田城　征也

近的少年男子３位 Ｍ２ 萩中　　凌

近的少年女子１位 Ｃ３ 岡本　澪奈

近的少年女子４位 Ｐ２ 河原　鈴音

遠的少年男子１位 Ｐ２ 田城　征也

遠的少年女子４位 Ｏ３Ａ 浦本　　咲

　【新川地区総体】

◇ソフトテニス部

団体女子 優勝

団体男子 優勝

　【第1回全日本ユース（U-18）フットサル大会 富山県大会】

◇サッカー部　　　　２位

　【その他】

　全国高校囲碁選手権富山県大会　

男子個人　１位　 Ｏ１Ｂ 槇　　孝史

　第１０回富山市民体育大会　　一般男女　カヤックペア　　優勝

　日本海北部地区水産・海洋系高等学校産業教育体験発表大会

Ｍ３ 米屋　秀一

２０１４．７．２５

　　　　　　　　滑 高 滑 高 滑 高 滑 高 タ イ ム スタ イ ム スタ イ ム スタ イ ム ス　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．４４４４
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南関東総体にウエイトリフティング部、ソフトボール部、レスリング部、弓道部、また水泳（競泳）には

Ｐ３中嶋康介くんが出場した。

◇ウエイトリフティング部

５６ｋｇ級 （Ｍ１）

スナッチ ８０ｋｇ １９位 スナッチ ７９ｋｇ ４９位

クリーン&ジャーク ９２ｋｇ ３０位 クリーン&ジャーク １０３ｋｇ ４６位

トータル １７２ｋｇ ２０位 トータル １８２ｋｇ ４４位

５６ｋｇ級 （Ｍ３） （Ｃ２）

スナッチ ７２ｋｇ ３３位 スナッチ ９９ｋｇ １８位

クリーン&ジャーク ８８ｋｇ ３７位 クリーン&ジャーク １１５ｋｇ ２６位

トータル １６０ｋｇ ３３位 トータル ２１４ｋｇ １９位

６２ｋｇ級 （O３B） ８５ｋｇ級 （O２Ｃ）

スナッチ ７８ｋｇ ４５位 スナッチ ９５ｋｇ ３５位

クリーン&ジャーク ９８ｋｇ ４０位 クリーン&ジャーク １１０ｋｇ ４４位

トータル １８６ｋｇ ３８位 トータル ２０５ｋｇ ３９位

６２ｋｇ級 （O３B） ９４ｋｇ級 （O２Ｂ）

スナッチ ８３ｋｇ ３４位 スナッチ ９０ｋｇ ２９位

クリーン&ジャーク １０３ｋｇ ３２位 クリーン&ジャーク １０８ｋｇ ２９位

トータル １８６ｋｇ ３１位 トータル １９８ｋｇ ２９位

６２ｋｇ級 （O２Ａ）

スナッチ ７７ｋｇ ４６位

クリーン&ジャーク ９３ｋｇ ５０位

トータル １７０ｋｇ ４６位

◇ソフトボール部

1 2 3 4 5 合計

1 0 0 9 0 10

0 0 0 0 0 0

◇レスリング部

男子１回戦 ７４ｋｇ級

佐藤 石井（O３Ｂ）　滑川（富山）

◇弓道部

男子団体 予選通過　決勝トーナメント進出

決勝トーナメント１回戦

滑川 10 ― 16 出雲（島根）

女子団体 予選通過　決勝トーナメント進出

決勝トーナメント１回戦

滑川 9 ― 10 岡豊（高知）

女子個人 Ｃ３　岡本　澪奈　 ４射２中

◇水泳

平泳ぎ　 　１００ｍ 予選５組１０位　１分５秒６５　　Ｐ３　中嶋　康介

平泳ぎ　 　２００ｍ 予選５組４位　２分１６秒８８　　Ｐ３　中嶋　康介

加藤　　楓７７ｋｇ級

河村　紀毅

松本　響矢 作田　千尋

嘉指　喬久

髙田　哲也

２回戦

藤堂　暁良
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～インターハイ特集号～          

（P３） 谷川　純太郎大西　直杜 ６９ｋｇ級

滑川

埼玉栄

１０　―　１磯子工（神奈川）



◇野球部

【第96回全国高校野球富山県大会】

２回戦

小杉 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

滑川 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

◇ウエイトリフティング部

【全国高校女子ウエイトリフティング競技選手権大会】

５８ｋｇ級 ５位

６３ｋｇ級 ５位

２位 清水　里佳子

学校対抗　 ５位

三部少年男子

１位 細川　恵資

１位 寺澤 寿喜

１位 林　諄眞

１位 黒田　瑞稀

１位 長森　楓太

三部少年女子 小森　美郷

1位 谷口　さつき

１位 広田　　雅

１位 星名　沙耶香

２位 清水　里佳子

１位

◇弓道部

【北信越国民体育大会】

少年男子 １位 萩中　一稀 門矢（高岡工芸）、五十嵐（国際付属）

少年男子 １位 萩中　一稀 門矢（高岡工芸）、五十嵐（国際付属）

少年男子 １位 萩中　一稀 門矢（高岡工芸）、五十嵐（国際付属）

◇水泳

【北信越大会】

個人男子　平泳ぎ　 １００ｍ　１位　　　　　　　　 中嶋　康介

　　　　　    平泳ぎ 　２００ｍ　１位 　　  　 中嶋　康介

【県民体育大会】

平泳ぎ　２００ｍ 一部少年A １位 中嶋　康介

◇レスリング部

【全国高等学校女子レスリング選手権大会】

７０ｋｇ級 ２位

◇ソフトテニス部

２位

男子団体戦 滑川高校　Aチーム

滑川高校　Bチーム

女子個人戦 Ｏ１Ｂ　崎　祐華

【新川選手権大会】

個人戦 高校・一般男子の部

Ｍ２　山本楓太、Ｐ２　横山　健也

高校・一般女子の部

Ｃ１　谷　唯華、　Ｐ１坂野　久美

Ｏ２Ｃ　藤崎　まな果、Ｏ２Ｃ　上野　麗未

◇音楽部

【全国高校総合文化祭】

　合唱部門 文化連盟賞

【NHK全国学校音楽コンクール富山県コンクール】

高等学校の部 銅賞

◇海洋科

【全国水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト全国大会】

筆記コンテスト１位、日本潜水協会会長賞、奨励賞、敢闘賞

３位

　Ｐ３

  Ｐ３

１位

３位

６９ｋｇ級

７５ｋｇ級

　＋７５ｋｇ級　

Ｍ３

Ｃ２

Ｏ２Ａ

Ｃ１

Ｃ３

Ｏ２B

Ｏ２Ｃ

Ｍ３

５３ｋｇ級

６３ｋｇ級

Ｍ３ 朝野　未紗

2014.9.3

【富山県ジュニアソフトテニス選手権大会】

３位

１位

２位

           ＋７５ｋｇ級

６２ｋｇ級

６９ｋｇ級

７７ｋｇ級

１０５ｋｇ級

+１０５ｋｇ級

滑 高 滑 高 滑 高 滑 高 タ イ ム スタ イ ム スタ イ ム スタ イ ム ス　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．　　　Ｎｏ．６６６６

Ｃ２

Ｐ３

谷口さつき

花房里佳子

Ｃ３

Ｍ３

【県民体育大会】

近的 Ｍ３

総合 Ｍ３

遠的 Ｍ３

Ｏ２B

Ｏ1A



【第６９回国民体育大会】

◇ウエイトリフティング部

少年男子 ７７ｋｇ級 スナッチ ６位 Ｃ２
加藤　楓

◇弓道部

近的少年男子 富山県 ５位 Ｍ３ 萩中　一稀

【教育功労賞】

◇ウエイトリフティング部 Ｃ３ 清水　里佳子

【北信越新人大会】

◇ソフトボール部 １位

【県秋季大会】

◇レスリング部 個人戦 ５５ｋｇ級 ２位 Ｍ２ 寺田　晃輝

６０ｋｇ級 １位 Ｍ２ 水口　遼二

１２０ｋｇ級 ２位 Ｏ１Ｂ 稲浪　歩夢

◇弓道部 男子団体 近的 １位

男子個人 近的 ２位 P２ 田城　征也

女子個人 近的 ３位 Ｏ２Ｂ 濱野　莉子

◇ソフトテニス部 　男子ダブルス ３位 Ｏ２Ｂ 関口　雄介

Ｃ２ 横山　康大

３位 Ｍ２ 山本　楓太

Ｐ２ 横山　健也

【全国高校選抜大会県予選会】

◇弓道部 男子団体 １位 全国選抜大会、北信越新人大会出場

女子団体 １位 全国選抜大会、北信越新人大会出場

男子個人 ２位 Ｐ２ 田城　征也

７位 Ｏ２Ｂ 安宅　裕哉

女子個人 １位 Ｐ２ 河原　鈴音

２位 Ｃ２ 横山　眞子

【県新人大会】

◇ソフトボール部

女子の部 １位

◇ウエイトリフティング部

団体 １位

少年男子 ６２ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｂ 細川　恵資

６９ｋｇ級 １位 Ｍ１ 谷川　純太朗

７７ｋｇ級 １位 Ｃ２ 加藤　楓

８５ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｃ 河村　紀毅

９４ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｂ 作田　千尋

１０５ｋｇ級 １位 Ｍ１ 中嶋　駿太

少年女子 ５８ｋｇ級 １位 Ｃ２ 谷口　さつき

６３ｋｇ級 １位 Ｏ２Ａ 広田　雅

７５ｋｇ級 １位 Ｃ１ 星名　沙耶香

◇水泳

男子 ２００ｍ個人メドレー ３位 Ｏ２Ｂ 小鍋　佑太

【新川ソフトテニス選手権大会】

◇ソフトテニス部 団体戦　一般・高校女子 ３位 滑川高校Ｂ

【県高校秋季ソフトテニスインドア選手権新川地区予選】

◇ソフトテニス部

男子個人 １位 ＿＿ 中野・宮坂組

女子個人 １位 ＿＿ 坂野・谷組

２位 ＿＿ 稲場・三井組

３位 ＿＿ 寺西・鳥居組

３位 ＿＿ 石坂・野村組

【県高校秋季ソフトテニスインドア選手権県大会】

◇ソフトテニス部

男子個人 ベスト８ 横山（Ｐ２）・山本（Ｍ２）組

横山（Ｃ２）・関口（Ｏ２Ｂ）組

宮坂（Ｍ２）・中野（Ｃ２）組

北信越インドア大会出場

【北陸三県近的大会】

◇弓道部 団体 高校の部 １位 富山少年男子（Ｍ３　萩中　一稀）

３位 滑川Ａ（萩中凌、安宅裕哉、田城征也）
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【新川地区総合体育大会】

◇剣道部

男子団体 １位

男子個人 １位 Ｐ２ 河岸　颯

２位 Ｃ２ 中川　翔太

３位 Ｏ２Ａ 荒井　一輝

【第５８回日本学生科学賞】

◇海洋生物部 優秀賞

【第７３回富山県科学展覧会】　

◇海洋生物部 研究努力賞

【第６１回滑川市美術展】

洋画の部 市展賞 Ｏ１Ｃ 堀　美佐

市展奨励賞 Ｏ１Ｃ 中川　祐実

市展奨励賞 Ｃ１ 中山　栞

【第３９回富山県青少年美術展】

デザイン部門 入選 Ｍ３ 滝川　春海

【第６１回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール富山県大会】

優秀賞 Ｏ１Ｂ 小川　実咲姫

【全国商業高校英語スピーチコンテスト】

レシテーション部門 最優秀賞 Ｃ１ 飛弾　千絵

スピーチ部門 優秀賞 Ｃ１ 当流谷洋輝

【富山県高等学校商業実技競技会】

電卓の部 団体 ３位

珠算の部 個人 ７位 Ｃ２ 塩原　真裕

北信越大会出場

【税に関する高校生の作文】

魚津税務署長賞 Ｏ１Ａ 榊原　政美

Ｏ１Ａ 笹川　真実子

魚津税務連絡協議会会長賞 Ｏ１Ａ 住吉　楓香



【第６回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会】

◇ウエイトリフティング部

高校の部

団体 ３位

+75kg級 １位 Ｃ３　 清水里佳子

 63kg級 ２位　 Ｃ２　 谷口さつき

【北信越大会】

◇レスリング部

　個人戦  55kg級 ３位 M２　 寺田　晃輝

 60kg級 ３位 M２　 水口　遼二

120kg級 ３位 O1B　 稲浪　歩夢

団体男子 技能優秀賞

団体男子 １位 Ｏ２Ｂ　 安宅　裕哉

Ｏ２Ｃ　 東　　勇佑

Ｐ２     田城　征也

Ｍ２　  萩中　　凌

個人女子 １位 Ｐ２     河原　鈴音

【第27回大谷科学賞】

◇海洋科 滑川高校

【全国水産・海洋系高校生徒研究発表大会日本海北部地区予選】

◇海洋科 最優秀賞 Ｍ３　 河合　大樹

Ｍ３　 津田　真瑠子

Ｍ２　 吉本　悠暉

【第12回フィッシング技能コンテスト】

◇海洋科

　シロギスの部 ２位 Ｍ１　 河﨑　菜緒

【全日本スポーツダイビング室内選手権大会】

◇海洋科 敢闘賞 Ｍ３　 慶伊　翔

Ｍ３　 升方　昌樹

Ｍ２　 谷口　廉穏

Ｍ２　 吉本　悠暉

【全国水産・海洋系高校生徒研究発表大会】

◇海洋科 奨励賞 Ｍ３　 河合　大樹

Ｍ３　 津田　真瑠子

Ｍ２　 吉本　悠暉

【第11回わたしの新聞コンクール】

新聞感想文 銅賞 Ｃ１　 西坂　詩乃

銅賞 Ｃ１　 折田　朱音

【とやま科学オリンピック2014】

◇薬業科

　高校部門化学分野 銅賞 Ｐ２　 石坂　麻莉

銅賞 Ｐ２　 碓井　瑠菜

【第40回県高校秋季囲碁大会】

上級戦 １位 Ｏ１Ｂ　 槇　孝史

２０１４．１２．２４

◇弓道部

【第４回北信越高等学校弓道新人大会】
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男子団体 ２位

【新川地区ソフトテニスインドアテニス研修大会】

１位 Ｐ２ 横山　健也

Ｍ２ 山本　楓太

◇ウエイトリフティング部

【北信越高校選抜大会】

男子 62ｋｇ級 ２位 O２A 藤堂　暁良

69ｋｇ級 １位 Ｍ１ 谷川　純太朗

69ｋｇ級 ２位 O1A 寺澤　寿喜

77ｋｇ級 １位 Ｃ２ 加藤　楓

85ｋｇ級 ２位 Ｏ２Ｃ 河村　紀毅

94ｋｇ級 ２位 Ｏ２Ｂ 作田　千尋

105ｋｇ級 ２位 Ｏ２Ｃ 黒田　瑞稀

＋105ｋｇ級 １位 Ｍ１ 中嶋　駿太

女子 63ｋｇ級 １位 Ｃ２ 谷口　さつき

63ｋｇ級 ３位 Ｏ２Ａ 広田　雅

75ｋｇ級 １位 Ｃ１ 星名　沙耶香

JOCジュニアオリンピックカップ第34回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会出場！！

C3 清水　里佳子

C2 谷口　さつき

全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会出場！！

Ｏ２Ｃ 河村　紀毅

Ｃ２ 加藤　楓

Ｍ１ 中嶋　駿太

Ｃ２ 谷口　さつき

Ｃ１ 星名　沙耶香

◇レスリング部

第58回全国高等学校選抜レスリング大会出場！！

Ｍ２ 水口　遼二

Ｏ１Ｂ 稲浪　歩夢

Ｍ１ 小杉　大貴

◇ソフトテニス部　

【富山県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会】
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◇ソフトボール部　

第３３回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会出場！！



◇弓道部

【富山県高等学校冬季弓道大会】

近的団体 男子の部 ２位 滑川高校C　　M１　　　伊東　孝介

O1A　 　深井　大

O２C　　岩田　修一朗

３位 滑川高校A　　M２　　　萩中　凌

O２B　　安宅　裕哉

P２　　　田城　征也

近的団体 女子の部 １位 滑川高校A　　P２　　　河原　鈴音

O２B　　渡辺　弥沙樹

M２　　　堀田　朱莉

東日本高等学校弓道大会出場！！

Ｏ２Ｂ 安宅　裕哉 Ｏ２Ｂ 渡辺　弥沙樹

Ｏ２C 岩田　修一朗 P２ 河原　鈴音

P２ 田城　征也 C２ 横山　眞子

M２ 萩中　凌 M２ 堀田　朱莉

Ｏ２Ｂ 窪田　泰良 C２ 岡本　美那

O1B 平井　颯梧 P1 山形　窓子

M1 伊東　孝介 C1 牧野　栞奈

◇剣道部

【富山県高等学校剣道新人大会】

男子団体 ２位

◇吹奏楽部

【アンサンブルコンテスト新川地区大会】

クラリネット三重奏 金賞

◇薬業科

【第28回富山県高等学校工業技術論文発表大会】

奨励賞 P２ 折川　菜奈

石坂　麻莉

碓井　瑠菜

土肥　芽衣

◇商業科

【第79回簿記実務検定試験】

　　一級合格（満点賞） C２ 塩原　真裕

◇生徒会

【滑川ロータリークラブ ボランティア活動表彰】
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