
◆ ウエイトリフティング部
【富山県高等学校新人大会】
  [男子] 団体 1位

個人 61kg級 1位 徳本有志(Ｍ1)
73kg級 1位 能登颯也(O2A)
81kg級 1位 高森爽雅(O2B)
89kg級 1位 石須基甫(C1)
96kg級 1位 宮越雄蔵(M2)
102kg級 1位 有澤大志(M2)
102kg超級 1位 水林莉音(M2)

  [女子] 個人 45kg級 1位 谷越あおい(C1)
49kg級 1位 松平望愛(O1A)
59kg級 1位 信濃青空(M2)
64kg級 1位 大西乙葉(C1)
71kg級 1位 流割小羽(C2)

◆ 弓道部
【全国高等学校総合体育大会弓道競技大会】
  [女子] 個人 5位 水野千星(C3)
【第40回全国高等学校弓道選抜大会富山県予選会】
  [男子] 個人 4位 簗瀬皐大朗(P1)
  [女子] 個人 5位 池田真央(O1A)
【北信越高等学校弓道新人大会】
  [男子] 個人 予選 簗瀬皐大朗(P1) 4射1中
  [女子] 個人 予選 池田真央(O1A) 4射2中

◆ 剣道部
【第67回富山県高等学校剣道選手権大会】
  [男子] 個人 ベスト8 安田優斗(O2B)
【新川地区高等学校体育大会剣道競技】
  [男子] 団体 優勝

個人 優勝 中田瑞紀(O1A)
3位 平井廉益（M2）

  [女子] 個人 優勝 和嶋湖（C2）
3位 寺島あかり（M2）

◆ サッカー部
【第100回全国高等学校サッカー選手権富山大会】 ベスト8

1回戦：滑川 1-0 高専本郷 2回戦：滑川 3-1 水橋
3回戦：滑川 1-0 桜井 準々決勝：滑川 0-2 富山国際大付属

◆ ソフトテニス部
【富山県高等学校秋季ソフトテニス選手権大会】
  [女子] 個人 ダブルス ベスト16 水口心愛(O2B)、古賀夏希(C2)
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◆ ソフトボール部
【第65回中日本総合女子選手権】 2回戦敗退

1回戦：滑川 5-4 加藤学園高校 2回戦：滑川 3-12 星城高校
【第40回富山県高等学校新人ソフトボール大会】 優勝

2回戦：滑川 11-0 高岡南  準決勝：滑川 7-0 富山商業 
決勝：滑川 9-8 龍谷富山

【第40回北信越高等学校新人ソフトボール大会】 ベスト4
2回戦：滑川 8-0 篠ノ井 準決勝：滑川 0-7 啓新

◆ 卓球部
【新川地区総体卓球競技】

2位 八倉巻希実(O1A)、水口ちえり(M2)
【富山県高等学校秋季卓球大会】
  [男子] 団体 2回戦敗退

1回戦：滑川 3-1 龍谷富山 2回戦：滑川 0-3 高岡龍谷
  [女子] 団体 2回戦敗退

1回戦：滑川 3-0 富山聴覚 2回戦：滑川 0-3 高岡
シングルス ベスト16 水口ちえり(M2)

ベスト32 八倉巻希実(O1A) 

◆ バスケットボール部
【新川地区夏季大会】
  [男子] 準優勝

1回戦：滑川 129-56 魚津工業 準決勝：滑川 96-78 桜井
決勝：滑川 60-68 魚津

  [女子] 1回戦：滑川 26-83 魚津
【第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会富山県予選会】
  [男子] 1回戦：滑川 123-57 片山学園 2回戦：滑川 68-121 大門
  [女子] 1回戦：滑川 55-53 石動 2回戦：滑川 51-77 小杉
【新川地区高等学校秋季新人バスケットボ−ル選手権大会】
  [男子] 1回戦：滑川 78-102 桜井
  [女子] 1回戦：滑川 39-65 魚津

◆ バドミントン部
【富山県高等学校新人バドミントン選手権大会】
  [男子] 個人 ダブルス ベスト32 栗岡里空(O2B)・内藤颯人(M2)

谷口陸登(O1A)・水口星海(O1B)
  [女子] 個人 ダブルス ベスト16 篠村夕月(C1)・武田結衣(P1)

シングルス ベスト32 篠村夕月(C1)
【富山県高等学校新人バドミントン選手権大会】
  [男子] 学校対抗 1回戦：滑川 3-0 呉羽 2回戦：滑川 2-3 富山中部
  [女子] 学校対抗 2回戦：滑川 2-3 高岡

◆ バレーボール部
【富山県高等学校秋季大会バレーボール競技】
  [男子] 1回戦：滑川 0-2 魚津
  [女子] 1回戦：滑川 0-2 高岡龍谷



◆ レスリング部
【富山県高等学校秋季大会レスリング競技】

団体対抗戦 2位
個人対抗戦 51kg級 2位 関口輝(P2)

3位 鷹取椛人(O2A)
55kg級 1位 杉田蒼(P1)
60kg級 1位 川添生成(P2)
65kg級 2位 大島怜恩(O1A)
71kg級 2位 高橋泰良(P1)
92kg級 2位 山岸悠(M1)

【全国選抜レスリング北信越大会】
個人対抗戦 60kg級 2位 川添生成(P2)

92kg級 3位 山岸悠(M1)

◆ 水泳
【北信越高等学校総合体育大会】
  [男子] 200m個人メドレー 1位 上田滉貴(O2A) インターハイ出場

200mバタフライ 2位 上田滉貴(O2A) インターハイ出場
100m背泳ぎ 予選敗退 清河建志(O1A)
50m自由形 予選敗退 清河建志(O1A)

  [女子] 100m平泳ぎ 予選敗退 水嶋結奈(M2)
200m平泳ぎ 予選敗退 水嶋結奈(M2)

◆  写真部
【第68回滑川市美術展】

市展奨励賞 朝野葉琴(O2B)、牧 麗(O2B)

◆  吹奏楽部
【第49回富山県吹奏楽コンクール】 金賞
【第2回JBA管打楽器ソロコンテスト富山県大会】

高校生の部 フルート 金賞 安達佳英(O2B)
【金沢市音楽コンクール第38回ソロコンテスト】

高校生の部 フルート 銀賞 安達佳英(O2B)

◆  美術部
【第21回北陸三県 絵画/デザインハイスクール選手権】

奨励賞 元起一陽(P2)
佳作 小竹杏奈(O1A)

【第68回滑川市美術展】
第1部 絵画 市展奨励賞 南紗葵(P3)
第2部 彫刻工芸 市展奨励賞 森岡美久(P3)

◆  海洋生物部
【第65回日本学生科学賞富山県審査】 優秀賞、創意くふう賞

◆  将棋
【第32回富山県高等学校将棋選手権大会】

男子個人戦 5位 平田太志(C2)



◆  書道
【第43回ふれあい書道展】 特選 半紙 西野由唯(M1)

奨励賞 半紙 西野由唯(M1)
【第20回全国書道展】 秀作賞 西野由唯(M1)

◆ 芸術科
【第49回花と緑のポスター原画コンクール】

佳作 小竹杏奈(O1A)

◆ 家庭科
【第22回富山県高校生ホームプロジェクトコンクール】

優良賞 松井七海(O1A)

◆ 薬業科
【第21回高校生ものづくりコンテスト富山県大会化学分析部門】

最優秀賞 本瀬麻耶(P3) (北信越大会出場)
優良賞 藤村颯太(P3)

【第21回高校生ものづくりコンテスト北信越大会化学分析部門】
3位 本瀬麻耶(P3)

【第57回富山県工業系高等学校薬品分析コンテスト】
最優秀賞 椎名勁心(P3)
優秀賞 森山花央理(P3)
優良賞 竹内美沙紀(P3)
佳作 能登夕奈(P3)、藤村颯太(P3)

◆ 商業科
【第38回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト富山県大会】

奨励賞 古賀夏希(C2)

◆ 海洋科
【LOCAL FISH CANグランプリ2021】

最優秀賞 門島麻衣子(M3)、北村みお(M3)、橋本佑翔(M3)、
堀井愛花(M3)

【富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰】
優良表彰 海洋クラブ

【全国水産・海洋高等学校産業教育意見・体験発表会】
奨励賞 内島和美(M2)

【日本海北部地区水産・海洋高等学校生徒研究発表大会】
最優秀賞 橋本佑翔(M3)、堀井愛花(M3)、北村みお(M3)

◆ 校内読書感想文コンクール
最優秀賞 福田朱璃(C3)
優秀賞 松代弥采(C3)、元起一陽(P2)、梅沢結羽(O1A)
佳作 米井日菜乃(P3)、松井綾太郎(O2A)、関口輝(P2)、山海來乃(C2)、

廣瀨凛(M2)、山崎未結(M3)、金川奈那美(O1A)、髙木咲緒(O1B)、
谷越あおい(C1)


