
＜第２８回全国高等学校選抜大会＞
◇ウエイトリフティング部

Ｐ３ 村上　英士朗　
 ＋７５ｋｇ級　　　３位 Ｃ２ 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 Ｐ２ 大西　直杜
　 　６２ｋｇ級　　１位 Ｏ３Ｂ 村上　　和
　 　６９ｋｇ級　　１位 Ｐ３ 三浦　　拓
　 　７７ｋｇ級　　１位 Ｐ３ 伊藤  健太
　 　８５ｋｇ級　　１位 Ｏ３Ｂ 堀田　翔平

Ｐ３ 村上　英士朗　

・個人女子
　 　５３ｋｇ級　　１位 Ｍ２ 小森　美郷
　 　５８ｋｇ級　　１位 Ｍ３ 滝川　実緒
 　　６３ｋｇ級　　１位 Ｃ１ 谷口　さつき
　 ＋７５ｋｇ級　　１位 Ｃ２ 清水　里佳子

◇弓道部　
近的団体男子の部　 優勝　　　
近的個人男子の部　 ２位　 Ｍ２ 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　

カデットの部７０ｋｇ級　２位 Ｍ２ 朝野　未紗

＜JOCジュニアオリンピックカップ２０１３年全日本ジュニアレスリング選手権大会＞

◇レスリング　
カデットの部７６ｋｇ級　２位 Ｏ２Ｃ 石井　良祐
カデットの部７０ｋｇ級　３位 Ｍ２ 朝野　未紗

 ＋１０５ｋｇ級 　 １位

　　滑 高 タ イ ム ス　　　 Ｎｏ．１
２０１３．５．１現在

＜県春季大会＞

 ＋１０５ｋｇ級 　 ２位



　　２０１３．６．１０

◇ソフトボール部　女子の部　優勝　　　　北信越・全国大会出場 ◇サッカー部 ２回戦 ０　－　１ 不二越工業

１回戦 ８　－　１ 富山いずみ ◇ソフトテニス部　　

２回戦 １１ － ０ 富山商業 男子団体 ２回戦 ２　ー　１ 南砺福野

準決勝 ３　－　１ 雄山 ３回戦 ２　ー　０ 泊

決勝 ８　－　０ 南砺福野 準決勝 ０　ー　２ 高岡商業

３位決定戦 ２　ー　０ 砺波工業

◇ウエイトリフティング部　団体優勝　 女子団体 １回戦 ３　ー　０ 泊

個人男子
５３ｋｇ級

１位
O3B 髙場　健太郎

２回戦 ０　ー　３ 高岡商業

５６ｋｇ級
１位

Ｐ２ 大　直杜
個人女子 ベスト８ C３ 船木　拓麻

６２ｋｇ級
1位

O3B 村上　　和
M１ 山本　楓太

６９ｋｇ級
１位

Ｐ３ 三浦　　拓
北信越大会出場 男子団体、船木（C３）、山本（M１）

７７ｋｇ級
1位

Ｐ３ 伊藤  健太

８５ｋｇ級
1位

O3B 堀田　翔平
◇バレーボール部

１０５ｋｇ級
１位

O1B
黒田　瑞稀 男子 １回戦 ２　ー　０ 高岡龍谷

＋１０５ｋｇ級
１位

Ｐ３
村上英士朗 ２回戦 ０　ー　２ 富山工業

女子 １回戦 ０　ー　２ 高岡南

個人女子 ４８ｋｇ級 １位
Ｍ２ 小森　美郷

５３ｋｇ級
１位

Ｍ３ 滝川　実緒
◇バスケットボール部

５８ｋｇ級
１位

Ｃ１ 谷口さつき
男子 １回戦 ８５－６７ 雄山

　　６３ｋｇ級
１位

Ｍ２ 花房　里佳子
２回戦 ５９－７３ 泊

　＋７５ｋｇ級
１位

Ｃ２ 清水　里佳子
女子 １回戦 ６７－３６ 水橋

２回戦 １００－３９ 呉羽

北信越大会出場 髙場、大、村上和、三浦、伊藤、堀田、村上英　 ３回戦 ７８－５１ 富山

髙田、嘉指、北村、松本 準々決勝 ５５－９１ 高岡商業

小森美、滝川、谷口、広田、花房、清水

全国大会出場 髙場、大、村上和、三浦、伊藤、堀田、村上英　 ◇剣道部　　

髙田 男子団体 １回戦 ３　ー　２ 富山

２回戦 ２　ー　０ 呉羽

◇レスリング部  　　
ベスト４決定戦

１　ー　３ 富山東

５５ｋｇ級 ２位 Ｍ２ 杉原　章浩
女子団体 １回戦 ０　ー　３ 高岡

６６ｋｇ級 １位 Ｏ２Ｃ 石井　良祐

◇卓球部　　

北信越大会出場 石井（O2C）、杉原（M2）、朝野新（P3）、朝野未（M2） 男子団体 ２回戦 ３　ー　０ 国際大付属

全国大会出場 石井（O２C） ３回戦 ０　ー　３ 富山工業

女子団体 １回戦 ０　ー　３ 新川

◇弓道部 団体男子 ２位 北信越大会出場 ◇バドミントン部

団体女子 ３位 北信越大会出場 男子 ２回戦 ０　－　３ 富山南

個人女子 ３位
Ｏ２Ａ 浦本　　咲

女子 １回戦 ３　ー　２ 八尾

２回戦 ０　ー　３ 国際大付属

４年連続１４度目の優勝

　　　　　　　　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．２２２２

高   校   総   体   結   果高   校   総   体   結   果高   校   総   体   結   果高   校   総   体   結   果



個人男子 個人女子

自由形　　４００ｍ １位 Ｃ３　　　斉藤　匠海 自由形　　　５０ｍ ２位 Ｏ３Ａ　　早川　陽子

自由形　１５００ｍ １位 　　　〃 自由形　　１００ｍ １位

平泳ぎ　　１００ｍ １位 Ｐ２　　　中嶋康介 自由形　　２００ｍ ３位 Ｏ２Ｂ　　水本　志歩

平泳ぎ　　２００ｍ １位 　　　〃 自由形　　４００ｍ １位 Ｃ２　　　永原　実莉

自由形　　８００ｍ １位

男子４００ｍメドレーリレー３位 小鍋（Ｏ１Ｃ）、中嶋（Ｐ２） 女子４００ｍリレー １位 水本（Ｏ２Ｂ）、小林（Ｍ１）

斉藤（Ｃ３）、谷口（Ｍ１）
永原（Ｃ２）、早川（Ｏ３Ａ）

男子４００ｍリレー ２位 小鍋（Ｏ１Ｃ）、中嶋（Ｐ２） 女子４００ｍメドレーリレー２位 水本（Ｏ２Ｂ）、小林（Ｍ１）

斉藤（Ｃ３）、谷口（Ｍ１）
永原（Ｃ２）、早川（Ｏ３Ａ）

◇ウエイトリフティング部　 ◇レスリング部　　　

団体男子 １位 個人女子 ５６ｋｇ級 １位 Ｐ３ 朝野　新菜

個人男子 ５６ｋｇ級 ２位 Ｏ３Ｂ 髙場　健太郎 ７０ｋｇ級 １位 Ｍ２ 朝野　未紗

５６ｋｇ級 ３位 Ｐ２ 大西　直杜

５６ｋｇ級 ４位 Ｏ２Ｂ 嘉指　喬久
◇弓道部

男子団体 ３位

６２ｋｇ級 １位 Ｏ３Ｂ 村上　和

６９Ｋｇ級 ２位 P３ 三浦　　拓

７７Ｋｇ級 １位 P３ 伊藤　健太

８５ｋｇ級 ２位 Ｏ３Ｂ 堀田　翔平

＋ １０５ｋｇ級 １位 P３ 村上英士朗

団体女子 1位

個人女子 ４８ｋｇ級 ４位 Ｍ２ 小森　美郷

５３ｋｇ級 １位 Ｍ３ 滝川　実緒

５８ｋｇ級 ５位 Ｏ１Ａ 広田　　雅

６３ｋｇ級 １位 Ｍ２ 花房　里佳子

６９ｋｇ級 1位 Ｃ１ 谷口　さつき

＋ ７５ｋｇ級 １位 Ｃ２ 清水　里佳子

◇海洋科

優秀賞

北陸漕艇大会 ３位

２０１３．６．２７

　　　〃

（８年連続８回目）

水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト富山大会

　　　　　　　　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

そのそのそのその他他他他

◇水泳　　　北信越大会出場



　【北陸三県遠的弓道大会】

◇弓道部

団体１位富山選抜男子C O3C   森　　 勇介　

個人３位 M２   萩中  一稀　

　【県民体育大会】

◇弓道部

近的少年女子３位 Ｏ２Ａ   横田　真依　

近的少年男子２位 Ｏ２Ａ 長谷川　巧

　【新川地区総体】

◇ソフトテニス部

団体女子 優勝

団体男子 ２位

　【その他】

　第１３回高校生ものづくりコンテスト化学分析部門富山県大会

優秀賞 Ｐ３ 林　 　樹梨

Ｐ３ 松木　勇斗

　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 山崎　静也

　　　　　　　　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

２０１３．７．２２



2013.8.202013.8.202013.8.202013.8.20

北部九州総体にソフトボール部、ウエイトリフティング部、レスリング部、水泳（競泳）には

斉藤（C3)、中嶋（P2)、永原（C2)が出場した。

◇ウエイトリフティング部

１位 高校新、大会新、ジュニア日本新

１位 高校新、大会新

１位 高校新、大会新

５３ｋｇ級 （P３）

スナッチ ６６ｋｇ ３９位 スナッチ ８５ｋｇ ４６位

クリーン&ジャーク ９８ｋｇ １１位 クリーン&ジャーク １０５ｋｇ ４８位

トータル １６４ｋｇ ２２位 トータル １９０ｋｇ ４５位

５３ｋｇ級 （P３）

スナッチ ６４ｋｇ ４５位 スナッチ １０１ｋｇ １１位

クリーン&ジャーク ７２ｋｇ ４７位 クリーン&ジャーク １２２ｋｇ １４位

トータル １３６ｋｇ ４５位 トータル ２２３ｋｇ １０位

５６ｋｇ級 ８５ｋｇ級 （O３B）

スナッチ ６４ｋｇ ４１位 スナッチ ９５ｋｇ １９位

クリーン&ジャーク ８０ｋｇ ４０位 クリーン&ジャーク １１５ｋｇ ２３位

トータル １４４ｋｇ ３９位 トータル ２１０ｋｇ ２１位

６２ｋｇ級 （O３B）

スナッチ ８０ｋｇ ３３位

クリーン&ジャーク １０２ｋｇ ３０位

トータル １８２ｋｇ ３０位

学校対抗　９位　

◇ソフトボール部

1 2 3 4 5 6 合計

0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 3 0 2× 7

◇レスリング部

男子２回戦 ７４ｋｇ級

岡崎 石井（O２C）　滑川（富山）

◇水泳

個人男子 自由形  ４００ｍ予選敗退 4分3秒62 斉藤　匠海 （Ｃ３）

自由形 １５００ｍ予選通過 15分32秒79 斉藤　匠海 （Ｃ３）

自由形 １５００ｍ決勝６位入賞 15分47秒69 斉藤　匠海 （Ｃ３）

平泳ぎ　２００ｍ予選敗退 2分17秒42 中嶋　康介 （P２）

個人女子 自由形　４００ｍ予選敗退 4分27秒13 永原　実莉 （Ｃ２）

自由形　８００ｍ予選敗退 9分5秒76 永原　実莉 （Ｃ２）

４００mリレー　　予選敗退 4分7秒20 早川　陽子 （O３A)

水本　志歩 （O2B)

永原　実莉 （Ｃ２）

小林　莉奈 （M1)

神村学園（鹿児島）

滑川

Tフォール

２P ２分３１秒

玉名工（熊本）

　　　　　　　　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．５５５５

～インターハイ特集号～          

（O３B） 三浦　　拓髙場　健太郎 ６９ｋｇ級

村上英士朗（P３）　インターハイ優勝！！

クリーン&ジャーク １９１ｋｇ

トータル ３５４ｋｇ

スナッチ １６３ｋｇ

＋１０５ｋｇ級

伊藤　健太７７ｋｇ級

堀田　翔平

村上　　和

髙田　哲也 （M２）

大西　直杜 （P２）

２回戦



◇野球部

【第95回全国高校野球富山県大会】 ベスト８

２回戦

南砺福光 0 0 0 1 0 1

滑川 0 5 3 1 2× 11

３回戦

高岡南 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

滑川 0 0 0 0 1 0 0 0 1× 2

準々決勝

富山第一 0 0 1 0 0 0 6 0 0 7

滑川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

◇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】

４８ｋｇ級 ２１位

５３ｋｇ級 １９位

５８ｋｇ級 ９位 谷口さつき

４位 清水　里佳子

学校対抗　 ２４位

三部少年男子

　　５３ｋｇ級 　１位       O１B　　新井　大地

  　６２ｋｇ級　 １位　   　O2B　 　松本　響矢　　 

　　６９ｋｇ級 　１位　　   C1　  　 加藤　　楓　 

　　７７ｋｇ級　 １位　   　O1A　 　河村  紀毅　 

　　８５ｋｇ級 　１位　   　O1B　 　林　　諄眞 

　１０５ｋｇ級　 １位   　　O１B　   黒田　瑞稀 

少年女子

Ｍ３　　滝川　美緒　　 

 　 　５８㎏級 　１位 O1A　　広田　　雅　　 

Ｍ２　　花房里佳子　 

Ｃ２　　 清水里佳子　　 

【北信越高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会】

　　４８㎏級　　 ３位 M２　   小森　美郷　　

　　５８ｋｇ級  　 １位 C１　　 谷口　さつき　

　　６３㎏級　 　１位 M２　 　花房里佳子　

　　　　　　　　 　２位　　　　　　　　　　　　O１A　 広田　　雅　

＋７５ｋｇ級  　  １位 Ｃ２　 　清水里佳子

◇水泳

【北信越大会】

個人男子　平泳ぎ　 １００ｍ　５位　　　　　　　　　Ｐ２　　中嶋　康介　 

　　　　　    平泳ぎ 　２００ｍ　２位 　　  　  Ｐ２　　中嶋　康介 

　　　　　　　自由形　４００ｍ　１位　　　　　　　 　  Ｃ３　　齋藤　匠海 

　　　　　　　自由形１５００ｍ　１位   Ｃ３　　齋藤　匠海 大会新

個人女子　自由形　　５０ｍ　８位　　　　　　　　Ｏ３Ａ　 　早川　陽子 

　 　 　　　　自由形  ４００ｍ　２位    　Ｃ２　  　永原　実莉 

               自由形  ８００ｍ　３位　    Ｃ２    　永原　実莉 

　　　　　　　４００ｍリレー　　 ３位　　Ｏ３Ａ　 　早川　陽子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ

　　　　　　　　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

Ｍ２ 小森　美郷

滝川　実緒

C１

Ｍ３

【県民体育大会】

           ＋７５ｋｇ級

　５３ｋｇ級　 １位

　６３㎏級 　１位

2013.8.31

Ｏ２Ｂ　　 水本　志歩

 Ｃ２　　　 永原　美莉

 Ｍ１　　　小林　莉奈

女子総合　　６位

＋７５ｋｇ級　１位

男子総合　　７位    

C２



【県民体育大会】

自由形　４００ｍ 一部少年A １位 斉藤　匠海 大会新

平泳ぎ　２００ｍ 一部少年A １位 中嶋　康介 大会新

バタフライ　１００ｍ 一部少年B １位 小鍋　佑太

自由形女子５０ｍ １位 早川　陽子

自由形女子５０ｍ ２位 小林　莉奈

自由形女子１００ｍ １位 早川　陽子

自由形女子４００ｍ １位

◇レスリング部

【全国高等学校女子レスリング選手権大会】

５６ｋｇ級

女子１回戦 角谷・至学館（愛知） 朝野新菜（P3)　滑川（富山）

７０ｋｇ級

女子１回戦 朝野未紗（P2)　滑川（富山） 土橋・至学館（愛知）

◇ソフトテニス部

男子個人戦　　　　 　１位　　　　Ｐ１横山　健也、　Ｍ１山本　楓太　

男子団体戦　　　３位　　　

女子団体戦　　　３位

◇音楽部

【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

【全国高等学校水産・海洋系産業教育体験発表会】

奨励賞　　　Ｍ３　　　山﨑　静也　　　　　

【第１６回全国水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト全国大会】

奨励賞、筆記コンテスト２位

永原　実莉

Ｃ３

Ｐ２

O1C

一部少年A

一部少年Ｂ

【富山県ジュニアソフトテニス選手権大会】

Tフォール

２P １分１５秒

６－７

判定負け

一部少年A

一部少年AB

O3A

Ｃ２

O3A

M1



【東京国体】

◇ウエイトリフティング部

少年男子 ＋１０５ｋｇ級 スナッチ １位 P３ 　　村上英士朗

クリーン＆ジャーク １位

トータル １位

【教育功労賞】

◇ウエイトリフティング部 P３ 　　村上英士朗

【北日本新聞スポーツ選奨】

◇ウエイトリフティング部 P３ 　　村上英士朗

【県秋季大会】

◇レスリング部 学校対抗戦 ２位

◇弓道部 男子団体 近的 １位

女子団体 近的 ３位

男子団体 遠的 １位 　

女子団体 遠的 ３位

男子個人 近的 ３位 M２ 　　濵藤　大貴

遠的 １位 P２ 　　石浦　滉貴

遠的 ２位 M２ 　　萩中　一稀

女子団体 近的 １位 C２ 　　岡本　澪奈

近的 ３位 C２ 　　栁井　美聖

遠的 ３位 O２B 　　越坂　涼夏

【上市弓道会主催富山県弓道大会】

◇弓道部 １位 O２A 　　横田　真依

【全国高校選抜大会県予選会】

◇弓道部

女子団体 １位 全国選抜大会出場

北信越大会出場

【平成25年度新川地区総合体育大会】

◇剣道部

男子個人 優勝 Ｃ１      中川　翔太

２位 Ｏ１Ａ      荒井　一輝

３位 Ｐ１      河岸　颯

３位 Ｏ２Ｂ      端　駿太朗

女子個人 ３位 Ｍ２      山田　華乃

【県新人大会】

◇水泳

女子 ２００ｍ個人メドレー ２位 M１ 　　小林　莉奈

【第５７回日本学生科学賞】

◇海洋生物部 最優秀賞

【第７２回富山県科学展覧会】　

◇海洋生物部 研究努力賞

【第１１回フィッシング技能コンテスト】

◇海洋科 １匹大物の部 １位 M１ 　　下田　三奈

シロギスの部 ４位 M１ 　　下田　三奈

【第６０回滑川市美術展】

◇写真部門 市展奨励賞 O１C 　　宮﨑　倖花

【第３８回富山県青少年美術展】

◇写真部門 銅賞 C２ 　　西野　諄美

【税に関する高校生の作文】

魚津税務連絡協議会長賞 O1A 　　玉木　李奈
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【第５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

　＋７５ｋｇ級 ３位 Ｃ２　清水里佳子

　　５８ｋｇ級 ３位　 Ｃ１　谷口さつき

団体女子 ２位 Ｃ２　  井　美聖

Ｃ２　  岡本　澪奈

O２A　山岸　夕莉

O２A　浦本　咲

【その他】

【全国水産・海洋高等学校生徒研究発表会】

◇海洋科

奨励賞 M３　　後藤まどか

M３　　櫻井日香里

M３　　竹内　桜子

◇海洋科

敢闘賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　M３    宮井　樹

◇薬業科

優秀賞　　　　　　　　　　　　　　　　P３　　小坂　優華

【第３８回富山県青少年美術展】

彫刻部門 銅賞 P３　　長田　龍駿

【第６０回滑川市美術展】

洋画部門 市展奨励賞 O３A　溝口紗也佳
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【第２１回全日本スポーツダイビング室内選手権大会】

◇弓道部

【第３回北信越高等学校弓道新人大会】

【第５０回富山県工業系高等学校薬品分析コンテスト】



男子団体 ３位

◇ウエイトリフティング部

【北信越高校選抜大会】

男子 ５６kg級 １位 Ｐ２　　 大西　直杜

５６kg級 ３位 M２ 髙田　哲也

８５kg級 ３位 Ｏ１Ａ　 河村　紀毅

１０５kg級 ３位 Ｏ１Ｂ　 黒田　瑞稀

＋１０５ｋｇ級 ２位 Ｍ２　　 長森　楓太

女子 ５８kｇ級 ２位 Ｃ１　  谷口さつき

６３kg級 １位 Ｍ２ 　 花房里佳子

６９kg級 １位 Ｏ１Ａ　 広田　　雅

＋７５ｋｇ級 １位　 Ｃ２　 清水里佳子

【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】

＋７５ｋｇ級 １位 Ｃ２　 清水里佳子

全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会出場！！

C2 清水　里佳子

M2 花房　里佳子

C1 谷口　さつき

◇レスリング部

第57回全国高等学校選抜レスリング大会出場！！

O2C 石井　良祐

◇弓道部

【第２５回富山県高等学校冬季弓道大会】

近的男子の部 1位

東日本弓道大会出場！！

P2 石浦　滉貴

P2 稲場　京華

O2C 工藤　駿介

P1 田城　征也

M2 萩中　一稀

O2B 寺井　太朗

O1C 川原　和泰

C2 井　美聖

O2A 山岸　夕莉

C2 岡本　澪奈

O1C 渡辺　弥沙樹

O2A 浦本　咲

P1 河原　鈴音

O1A 野　莉子

◇ソフトテニス部　

【富山県高等学校インドアソフトテニス選手権大会】
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