
◇高校総体開催日程

大会期日 初戦会場

ウェイトリフティング 6/7(日) 滑川高校トレーニング場

6/6(土)個人戦

7(日)団体戦

射水市大島弓道場

6/6,7(土,日) 射水市大門総合体育館

5/24(日)

以下勝ち進んだ場合

5/30,31(土,日)

6/6,7(土,日)

富山第一高校

高岡市テニスコート

高岡市テニスコート

6/6,7,8(土,日,月)

岩瀬スポーツ公園

ソフトボール広場

5/30(土)個人戦

6/6(土)団体戦

以下勝ち進んだ場合

6/7,8（日,月)

5/30,6/6ありそドーム

6/7黒部市総合体育館

6/8富山県総合体育センター

バスケットボール女子 富山県総合体育センター

バスケットボール男子 朝日サンリーナ

高岡市民体育館

高岡市竹平記念体育館

朝日サンリーナ

朝日サンリーナ

6/5(金)計量

6/6,7(土,日)

滑川高校第一体育館

入善

(10:00～)

富山第一

(9:00～)

富山いずみ

(10:00～)

高岡龍谷

２０１５．５．２２

高岡向陵

(24日11:00～)

シード校

両日9:00～

(女子男子の順)

泊

シード校

(高岡西、富山中部の勝

者と)
シード校

(呉羽、入善の勝者と)

魚津工業

富山東

(11:40～)

初戦校、開始時間など

レスリング

卓球

サッカー

剣道

弓道

バレーボール男子

　　　　　　　　滑 高 滑 高 滑 高 滑 高 タ イ ム スタ イ ム スタ イ ム スタ イ ム ス　　　　　　　　　　　　 高校総体応援号高校総体応援号高校総体応援号高校総体応援号

日頃の練習の成果を発揮できるように！応援しています！

バレーボール女子 富山工業

6/6(土)

以下勝ち進んだ場合

6/7(日)

5/31(日)

以下勝ち進んだ場合

6/6,7(土,日)

6/6,7(土,日)

5/30(土)

以下勝ち進んだ場合

5/31(日) 6/6,7(土,日)

部活名

ソフトボール

ソフトテニス男子

ソフトテニス女子

バドミントン女子

バドミントン男子

10:00～

富山第一

悔いのないよう

に、精一杯がん

ばってね！！



【第30回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会】

◇ウエイトリフティング部

６３ｋｇ級 トータル 164kg 優勝 C3 谷口　さつき

７７ｋｇ級 トータル　２２８kg ４位 C3 加藤　 楓

７５ｋｇ級 トータル　128kg ５位 C2 星名　沙耶香

８５ｋｇ級 トータル　２３１kg ６位 O3B 河村　紀毅

【第１７回船屋杯高校・一般女子の部】

◇ソフトテニス部　

優勝 C2 谷　　唯香

P2 坂野　久美

次勝 O3C 上野　麗未

O3C 藤崎　まな果

参勝 O3C 野村　知里

M2 石坂　美月

【平成２７年度富山県高等学校春季ソフトテニス選手権大会】

◇ソフトテニス部　

準優勝 M3 山本　楓太

P3 横山　健也

【平成２７年度富山県高等学校春季大会レスリング競】

◇レスリング部　

　60㎏級 １位 M3 水口　遼二

120㎏級 ２位 O2A 稲浪　歩夢

【第５７回富山県高等学校県道春季大会】

◇剣道部　

男子団体 ２位

【第109回富山県高等学校弓道選手権大会】

◇弓道部

近的団体女子 ２位

遠的個人女子 優勝 O3B 渡辺　弥沙樹

遠的団体女子 優勝

近的個人男子 ３位 P3 田城　征也

近的団体男子 優勝

遠的団体男子 ２位

【第53回富山県高等学校春季大会】

◇ソフトボール部

優勝

【平成27年度富山県高等学校春季大会】

◇ウエイトリフティング部

団体 優勝

男子53kg級 １位 M1 髙場　大輝

男子62kg １位 O3C 藤堂　暁良

男子69kg １位 M2 谷川　純太朗

男子77kg １位 C3 加藤　 楓

男子85kg １位 O3B 河村　紀毅

男子94kg １位 O3C 作田　千尋

男子105kg １位 O3A 黒田　瑞稀

男子＋105kg １位 M2 中嶋　駿太

女子63kg １位 C3 谷口　さつき

女子69kg １位 O3C 広田　 雅

女子75kg １位 C2 星名　沙耶香

【平成27年度新川地区高等学校ソフトテニス春季大会】

◇ソフトテニス部

男子団体 １位

男子ダブルス １位 Ｐ３ 横山　健也

Ｍ３ 山本　楓太

男子ダブルス ３位 Ｐ１ 林　　侑斗

Ｏ１Ｃ 上田　尚輝

女子ダブルス １位 C2 谷　　唯香

P2 坂野　久美

女子ダブルス ２位 O3C 上野　麗未

O3C 藤崎 まな果

女子ダブルス ３位 Ｐ３ 三井　由希

Ｐ３ 稲場　裕里

　　　　　　　　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

２０１５．５．２５現在



◇ウエイトリフティング ◇ソフトボール
団体 優勝 優勝

二回戦 １３－０
個人男子 ５３キロ級 １位 M1 高場大樹 三回戦 １６－０ 八尾

５５キロ級 １位 C2 中陳省吾 準決勝 ２５－０ 富山東
６２キロ級 １位 O3C藤堂暁良 決勝 ７－０ 龍谷富山
６９キロ級 １位 M2 谷川純太朗 北信越出場
７７キロ級 １位 C3 加藤楓 ★大会新
８５キロ級 １位 O3B河村紀毅
９４キロ級 １位 O3C作田千尋
１０５キロ級 １位 O3A黒田瑞稀 ★大会新

個人女子 ４８キロ級 １位 P1 石橋里佳 ◇卓球　男子 一回戦 ２ー３ 魚津工業
５８キロ級 １位 C3 谷口さつき ★県高校新
６９キロ級 １位 O3C広田雅

７５キロ級 １位 C2 星名沙耶香 ◇バスケットボール
男子 一回戦 ７５－４７ 入善

二回戦 １２６－４４小杉
三回戦 ４２－５０ 高岡商業

北信越出場
女子 一回戦 ５４－３０ 富山東

二回戦 ５１－６０ 高岡西

◇バドミントン
男子 二回戦 １ー３ 富山いずみ

◇弓道
男子団体 １位 女子 一回戦 ３ー１ 富山第一

二回戦 １ー３ 魚津
男子個人 １位 P3 田城征也
女子個人 １位 P3 河原鈴音

◇バレーボール
北信越出場 男子団体 男子 一回戦 ２－０ 高岡龍谷

個人…田城(P3),河原(P3) 二回戦 ０－２ 南砺福野

◇剣道 女子 二回戦 ２－０ 富山工業
二回戦 ２－０ 高岡 三回戦 ０－２ 桜井

準々決勝 ２ー３ 高岡工芸

◇サッカー ◇レスリング
二回戦 ７－０ 高岡向陵 個人男子 ６０キロ級 １位 M3 水口遼二
三回戦 ０－５ 北信越出場 水口(M3)

◇ソフトテニス
男子 団体 ２位

二回戦 ３－０ 富山中部
準々決勝 ２ー１ 砺波工業
準決勝 ２－０ 富山工業
決勝 ０－２ 高岡商業

個人 ３位 P3 横山
M3 山本

女子 団体 ３位
一回戦 ３－０ 泊
二回戦 ２ー１ 富山商業

準々決勝 ２－０ 富山
準決勝 ０－２ 高岡西

北信越代表決定戦 ２ー１ 南砺福野

北信越出場

　滑 高 タ イ ム ス 　 Ｎｏ．３(高校総体結果)

富山第一

堀川(O3C),荒城(C3),川尻(C3),剣田(C3),佐藤
(C3),板澤(M3),加藤(M3),成田(M3),古野(M3),高瀬
(O2B),西田(P2),吉川(P2),飛驒(P2),濱守(M2),細
川(M2),川尻(P1),西田(C1),水野(O2A)

上野(O3C),藤崎(O3C),三井(P3),稲場(P3),谷
(C2),板野(P2),野村(O3C),石坂(M2)

関口(O3B),横山(P3),中野(C3),横山(C3),宮坂
(M3),山本(M3),新木(O2A),上田(O1C),林(P1)

２０１５．６．１２

藤堂(O3C),作田(O3C),林(O3B),細川(O3B),
河村(O3B),黒田(O3A),青木(P3),加藤(C3),山
本(M3),中陳(C2),山下(P2),山崎(M2),寺澤
(O2B),谷川(M2),中嶋(M2),村上(C1),高場
(M1),花木(M1)
広田(O3C),谷口(C3),星名(C2),荒木(O1B),石
橋(P1),浜岡(C1)

呉羽

２年連続１２度目の優勝！ 

６年連続１６度目の優勝！ 



　【平成２７年度　第４５回北信越高等学校弓道大会】
◇弓道部

男子団体 優勝

◇ウェイトリフティング部
女子 48kg級 ４位 P1 石橋　里佳

２位 O1B 荒木　裕雅
63kg級 １位 C3 谷口　さつき ★大会新

69kg級 １位 O3C 広田　雅
２位 C1 浜岡　明日香

 +75kg級 １位 C2 星名　沙耶香

男子 53kg級 ５位 M1 髙場　大樹
62kg級 １位 O3C 藤堂　暁良

５位 P2 山下　龍太
６位 P3 青木　大聖

69kg級 １位 M2 谷川　純太朗
77kg級 ２位 C3 加藤　楓

３位 O2B 寺澤　寿喜
６位 O3B 林　諒眞

85kg級 ２位 O3B 河村　紀毅
５位 M3 山本　達也

94kg級 １位 O3C 作田　千尋
５位 C1 村上　堅信

105kg級 ３位 O3A 黒田　瑞稀
 +105kg級 １位 M2 中嶋　駿太

【平成２７年度北信越高校選手権大会】
◇レスリング部

60kg級 ２位 M3 水口　遼二

【北信越大会】
◇ソフトボール部 ３位

【その他】
　第68回富山県高等学校選手権水泳競技大会

バタフライ100m ２位 O3C 小鍋　佑太
バタフライ200m ２位 O3C 小鍋　佑太

全国高校囲碁選手権富山県大会
男子個人 １位 O2A 槇　孝史

水産・海洋系産業教育体験発表会日本海北部地区大会
優秀賞 M2 中島　真美

　　滑 高 タ イ ム ス 　　Ｎｏ．４
２０１５．７．９

【平成２７年度北信越高等学校体育大会第４３回北信越高等学校ウェイトリフティ
ング競技選手権大会】



H27.9.4

◇野球部

【第97回全国高等学校野球選手権富山大会】

一回戦 12 - 5 八尾

二回戦 8 - 1 富山いずみ

三回戦 11 - 9 魚津工業

準々決勝 1 - 5 新湊

◇バスケットボール部

【平成２７年度新川地区高等学校夏季バスケットボール大会】

優勝

２位

◇弓道部

【北陸弓道遠的大会】

個人 優勝 P3 田城　征也

【県民体育大会】

2位 M3 萩中　凌

3位 P3 田城　征也

2位 M2 伊東　孝介

1位 M3 堀田　朱莉

2位 P3 河原　鈴音

2位 P3 河原　鈴音

◇ウエイトリフティング部

　【富山県民体育大会】

三部 少年男子 1位 M1 高場　大樹

1位 C2 中陳　省吾

1位 M2 山崎　颯介

1位 M1 高瀬　一晃

1位 M1 花木　康大

1位 C1 盛永　壮太

1位 C1 村上　堅信

三部 少年女子 1位 P1 石橋　里佳

1位 O1B 荒木　裕雅

1位 C3 谷口　さつき

1位 O3C 広田　雅

1位 C2 星名　沙耶香

【全国高等学校女子ウェイトリフティング競技選手権大会】

学校対抗 2位

58kg級 トータル166kg 優勝 C3 谷口　さつき

〃 スナッチ74kg 優勝 C3 谷口　さつき

〃 C&ジャーク92kg 優勝 C3 谷口　さつき

75kg級 7位 O3C 広田　雅

トータル135kg 6位 C2 星名　沙耶香

【平成２７年度全国高等学校総合体育大会】

トータル236kg ８位 O３B 河村　紀毅

トータル255kg ８位 M２ 中嶋　駿太

【第１６回北信越高等学校女子ウェイトリフティング競技選手権大会】

２位 P1 石橋　里佳

２位 O1B 荒木　裕雅

３位 O1C 田　愛美

１位 C1 浜岡　明日香

１位 C2 星名　沙耶香75kg級

85kg級

58kg級

69kg級

85ｋｇ級

77ｋｇ級

53ｋｇ級

＋105ｋｇ級

＋75ｋｇ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．５５５５

高校の部

少年男子遠的

少年男子近的

少年女子近的

少年女子遠的

男子

女子

69kg級

48kg級

58kg級

63kg級

`+75kg級

48kg級

58kg級

56ｋｇ級

69ｋｇ級

62kg級

94kg級



◇合唱部

【第８２回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 滑川高校

【各部門】

全国高校囲碁選手権富山県大会 男子個人 1位 O2A 槇　孝史

第４３回北陸漕艇大会 3位 滑川高校

優秀賞 M2 中島　真美

第６８回県民体育大会 一部少年A 男子バタフライ 1位 O3C

第４８回北信越高等学校選手権水泳競技大会男子２００Mバタフライ ７位 O3C 小鍋　佑太

第１８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

筆記コンテスト競技 ３位 滑川高校

奨励賞

精励賞

水産・海洋系産業教育体験発表会

日本海北部地区大会

小鍋　佑太

おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！

次に繋げていこう！！次に繋げていこう！！次に繋げていこう！！次に繋げていこう！！



H27.10.29

◇写真部
【第４０回　富山県青少年美術展】

写真の部 大賞 O2A 坂高伊織
入選 O2C 谷村健誠
入選 O2C 野坂光輝
入選 O2B 中林広樹
入選 O2A 山崎千尋
入選 O2C 金川幸太郎
入選 O2C 碓井直美
入選 O2A 魚岸恵美
入選 O1C 夏野珠璃
入選 O2A 牧野千裕
入選 O2A 児島さくら
入選 P2 木下麗桜
入選 O1C 臼田琴音
入選 O1A 岩田実莉
入選 O3A 加藤翔子

【第６２回　滑川市美術展】
写真部門 市展奨励賞 O3A 西田明香莉

市展奨励賞 P2 木下麗桜

◇美術部
【第４０回　富山県青少年美術展】

デザインの部
銅賞 O2C 堀美佐
佳作 O3C 早勢悠矢
入選 C1 鷹取美咲

絵画の部 入選 C1 大浦梓乃
入選 P1 髙島亜美
入選 C2 山本真梨
入選 C2 中山栞
入選 C1 中尾うらら

【第６２回　滑川市美術展】
洋画部門 市展賞 O2C 堀美佐

市展奨励賞 O2B 榊原政美
市展奨励賞 O2A 中川祐実

◇野球部
【第６８回秋季富山県高等学校野球大会】

一回戦 8 - 2 伏木高校
二回戦 10 - 3 新川高校
三回戦 15 - 6 高朋高校

準々決勝 3 - 2 砺波工業高校
準決勝 0 - 6 高岡商業高校

滑川高校 ３位 （第１３３回北信越地区高等学校野球大会　出場）

◇海洋科
全国豊かな海づくり大会 大会会長賞 M2 松林麗奈

滑高タイムス　　　　 NO,6



◇ウェイトリフティング部
【第５回全国都道府県対抗女子ウェイトリフティング選手権大会】

63kg級 ７位 C3 谷口さつき

【第７０回国民体育大会】
85kg級 スナッチ ６位

C＆ジャーク ８位

77kg級 スナッチ ８位 C2 加藤楓

 +105kg級 スナッチ ４位
C＆ジャーク ６位

トータル ６位
◇弓道部
【第３８回北陸三県近的弓道大会】

団体 滑川A ２位 M2 伊東孝介
P2 武田崚登

O2C 平井颯梧

３位 O3B 渡辺弥沙樹
P2 河原鈴音

個人 優勝 M2 伊東孝介
３位 O3B 渡辺弥沙樹
５位 C2 牧野栞奈

【第１１０回富山県高等学校弓道選手権大会】
近的個人 女子 優勝 P2 山形窓子
遠的団体 男子 ３位

◇ソフトテニス部
【富山県高等学校秋季大会ソフトテニス選手権】

個人戦男子 2位 O2A 新木慎司
P1 林脩斗

8位 O2C 木下健一郎
O1C 上田尚輝

◇海洋生物部
【第59回日本学生科学賞富山県審査委員会】

優秀賞

◇その他
【全国商業高校英語スピーチコンテスト県大会】

スピーチ部門 最優秀賞 C2 当流谷洋輝
レシテーション部門 優秀賞 C1 中尾うらら

奨励賞 C2 飛弾千絵

富山県少年女子

O3B 河村紀毅

M2 中嶋駿太



◇サッカー部
【平成27年度　第94回全国高等学校サッカー選手権大会　富山県大会】

ベスト８
◇ソフトボール部
【平成27年度　第34回富山県高等学校新人大会】

優勝
【北信越新人大会】

優勝

◇レスリング部
【平成２７年度富山県高等学校秋季大会レスリング競技】

個人戦 60kg級 優勝 M1 坂本岳

【平成27年度富山県高等学校新人大会レスリング競技】
一年生の部 60ｋｇ級 2位 M1 坂本岳

【北信越大会】
個人戦 60ｋｇ級 3位 M1 坂本岳

◇ウェイトリフティング部
【平成２７年度富山県高等学校新人ウェイトリフティング競技】

団体 優勝
個人 ５３ｋｇ級 １位 M1 高場大樹

５６ｋｇ級 １位 C2 中陳省吾
６２ｋｇ級 １位 P2 山下龍太
６９ｋｇ級 １位 M2 谷川純太朗
７７ｋｇ級 １位 O2B 寺澤寿喜
８５ｋｇ級 １位 C1 盛永壮大
９４ｋｇ級 １位 C1 村上堅信
＋１０５ｋｇ級 １位 M2 中嶋駿太
４８ｋｇ級 １位 P1 石橋里佳
５８ｋｇ級 １位 O1B 荒木裕雅
６９ｋｇ級 １位 C1 浜岡明日香
７５ｋｇ級 １位 C2 星名沙耶香

　【平成27年度レディースカップ第７回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会】
高校の部 63ｋｇ級 2位 C3 谷口さつき

◇弓道部
【第56回富山県弓道大会】

高校女子の部 優勝 P2 山形窓子

【全国高校選抜弓道大会富山県予選会】
男子団体 優勝
男子個人 ３位 M2 伊東孝介
女子個人 優勝 P2 山形窓子

【北信越高校弓道新人大会】
男子個人 2位 M2 伊東孝介

滑高タイムス　 No.7



◇バレーボール部
【新川地区高等学校秋季新人大会】

男子 優勝

◇バスケットボール部

男子 2位
女子 優勝

◇音楽部　　
【第27回富山県高等学校文化祭ステージ発表部門】

滑川高校　（来年度の全国高総文祭（広島大会）に出場）

◇写真部　
【第27回富山県高校写真展】

優秀賞 O2B 中林広樹
(来年度の全国高総文祭に出場）

次点 O1C 夏野珠璃

◇美術部
【第50回富山県高校美術展】

奨励賞 O2C 堀美佐

◇その他
【高校生の税の作文】 金沢国税局長賞 M1 竹田柚月

魚津税務署長賞 O1C 上田尚輝
P1 田村茉奈

【富山県芸術文化協会表彰】
奨励賞 O3A 玉木李奈

【第24回全国水産・海洋高等学校生徒研究発表大会】
最優秀賞、文部科学大臣奨励賞、水産庁長官賞 M3 吉本悠暉

M2 中島真美
M2 松林麗奈

　【第１３回日本海北部地区水産・海洋系高等学校生徒研究発表大会】
最優秀賞 M3 吉本悠暉

M2 中島真美
M2 松林麗奈

　【全日本スポーツダイビング室内選手権大会】
敢闘賞 滑川高校

　【第41回県高校秋季囲碁大会】
上級戦 準優勝 O2A 槇孝史

【新川地区高校秋季新人大会】
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