
平成２９年度 部活動成績 
《文化部門》 

❍郷土芸能部 

第４１回全国高等学校総合文化祭宮城大会  8/2～8/4  会場：名取市文化会館 

 ３年生 川田 誠治 ・前川 稜斗 ・前崎 亮汰 ・今村 小雪 ・大溝 ゆず ・金島 絢音 

     髙橋 厚子 ・堂前 綾乃 ・中嶋 沙紀 ・萩田 千愛 ・平本 優香 ・山口なつみ 

山下 悠那 ・和田 小夏 

 ２年生 梅  優世 ・竹宮 侑志 ・西川 恭平 ・橋爪 葵一 ・荒井 琴葉 ・生田 和華 

     石﨑 梨奈 ・今井 愛叶 ・大杉穂乃佳 ・片山 萌美 ・高熊 珠玖 ・中川笑里華 

      中田梨香子 ・野原 菜緒 ・野原みのり ・向  乃愛 ・山田 祐実 ・山本 悠香 

１年生 池田 賴人 ・小西 浩生 ・沼口 文弥 ・野村 俊介 ・山口 旅人 ・山本 凌平 

  横山 竜馬 ・東 佳緒里 ・石川愛依梨 ・今井 裕梨 ・金島 琴音 ・工藤 美琴 

真井樹里愛 ・松川 七海 ・盛田 絢香 ・吉田 季紗 ・和田 風吹 

 

第２９回富山県高等学校文化祭 10/28 会場：富山県民会館  郷土芸能部門 最優秀賞 

 

《体育部門》 

○男子バレーボール部 

平成２９年度富山県高等学校春季大会バレーボール競技 兼 中部日本６人制総合男女選手権富山県予選会 

１回戦  南砺平 ０－２ 富山 

前﨑 亮汰 ・川田 誠治 ・浅田 有琳 ・竹宮 侑志 ・西川 恭平 ・沼澤 勇輝 

 

平成２９年度富山県高等学校総合体育大会バレーボール競技 兼 全国高校総体富山県予選会 

１回戦  南砺平 １―２ 富山南 

      前﨑 亮汰 ・浅田 有琳 ・川田 誠治 ・竹宮 侑志 ・西川 恭平 ・沼澤 勇輝 

      横山 竜馬 ・沼口 文弥 ・山口 旅人 ・竹田 優太 

 

平成２９年度富山県高等学校秋季大会バレーボール競技 兼 第７０回全日本高校選手権大会富山県予選会 

１回戦  南砺平 ２―０ 富山高専射水     ２回戦  南砺平 ２―０ 富山中部 

３回戦  南砺平 ０―２ 高岡 

      前﨑 亮汰 ・浅田 有琳 ・川田 誠治 ・竹宮 侑志 ・西川 恭平 ・沼澤 勇輝 

      横山 竜馬 ・沼口 文弥 ・山口 旅人 ・竹田 優太 

 

平成２９年度富山県高等学校新人大会バレーボール競技 兼 第１８回北信越高校新人大会富山県予選会 

１回戦  南砺平 ０―２ 滑川 

      竹宮 侑志 ・西川 恭平 ・沼澤 勇輝 ・横山 竜馬 ・沼口 文弥 ・山口 旅人 

竹田 優太 



○スキー部 

第７９回富山県スキー選手権大会クロスカントリー  1/6～1/8 

                       【会場：たいらクロスカントリーコース】 

男子１０㎞フリー       ８位 髙田 道希 １０位 竹原 敦也 ２０位 中井  椋 

    ２２位 小千田佳樹 ２８位 前川 稜斗 

女子５㎞フリー        ４位 水口 珠寿 １０位 石井こはる １１位 真井樹里愛 

   １２位 上坂 晏未 １３位 明瀬 七海 １４位 野原みのり 

男子１０㎞クラシカル    １０位 髙田 道希 １１位 竹原 敦也 １４位 中井  椋 

    ２０位 小千田佳樹 ３７位 前川 稜斗 

女子５㎞クラシカル      ５位 水口 珠寿  ９位 真井樹里愛 １０位 明瀬 七海 

   １１位 石井こはる １２位 野原みのり ２１位 上坂 晏未 

男子４０㎞（４×１０）リレー ３位 竹原・中井・髙田・小千田 

女子１５㎞（３×５）リレー  ３位 水口・石井・明瀬 

 

富山県高校総体スキー競技会 兼 第６７回全国高校スキー大会富山県予選会  1/16～1/18 

【会場：アルペン（たいらスキー場）クロスカントリー（たいらクロスカントリーコース）】 

男子１０㎞フリー       ４位 髙田 道希  ６位 小千田佳樹  ７位 中井  椋 

   ８位 竹原 敦也 １１位 前川 稜斗 

女子５㎞フリー        ３位 水口 珠寿  ４位 上坂 晏未  ５位 石井こはる 

  ７位 真井樹里愛  ８位 明瀬 七海  ９位 野原みのり 

男子１０㎞クラシカル     ５位 竹原 敦也  ６位 髙田 道希  ７位 小千田佳樹 

               ８位 中井  椋 １１位 前川 稜斗 

女子５㎞クラシカル      ３位 水口 珠寿  ４位 明瀬 七海  ５位 真井樹里愛 

               ６位 石井こはる  ８位 上坂 晏未  ９位 野原みのり 

男子４０㎞リレー       ２位 髙田・竹原・小千田・中井 

女子１５㎞リレー       １位 水口・上坂・野原 

女子大回転          ３位 松川 七海  ４位 大杉穂乃佳  ５位 高橋 優奈 

男子大回転          ３位 小西 浩生    ４位 橋爪 葵一 

女子回転           ４位 大杉穂乃佳  ５位 高橋 優奈 

男子回転           ３位 橋爪 葵一  ４位 小西 浩生 

学校対抗           男子２位 南砺平５２点  女子１位 南砺平５６点 

 

第７１回富山県民体育大会スキー競技会  クロカン…1/13～1/14、アルペン…1/20 

【会場：アルペン（たいらスキー場）クロスカントリー（たいらクロスカントリーコース） 

少年男子１０㎞クラシカル   ６位 髙田 道希  ９位 中井  椋 １０位 竹原 敦也 

    １１位 小千田佳樹 １８位 前川 稜斗 

少年女子５㎞クラシカル    ３位 水口 珠寿  ７位 明瀬 七海  ９位 真井樹里愛 

    １０位 上坂 晏未 １１位 石井こはる １３位 野原みのり 



少年男子３×１０㎞リレー   ２位 小千田・髙田・竹原 

少年女子３×５㎞リレー    １位 水口・真井・明瀬  ２位 石井・野原・上坂 

  少年男子大回転        ６位 小西 浩生     ７位 橋爪 葵一 

 少年女子大回転        ５位 松川 七海 

 

第９６回全日本スキー選手権大会 1/26～1/28 【会場：新潟県十日町吉田クロスカントリー競技場】 

  男子４×１０ｋｍリレー   ２１位 南砺平高校（竹原敦也、髙田道希、中井 椋、前川稜斗） 

 女子３×５ｋｍリレー    １２位 南砺平高校（水口珠寿、上坂晏未、真井樹里愛） 

 女子１．３ｋｍスプリントクラシカル ５０位水口珠寿 ５４位真井樹里愛 ５５位石井こはる 

 女子１０ｋｍクラシカル   ３４位 水口 珠寿   ４５位 明瀬 七海 

 

第６７回全国高等学校スキー大会  2/4～2/8 

【会場：アルペン（岐阜県高山市丹生川町 ほおの木平スキー場）】 

【会場：クロスカントリー（岐阜県郡上市 デイリー郡上 牧歌の里クロスカントリーコース）】 

男子１０ｋｍフリー     ８０位 竹原 敦也 ９８位 髙田 道希 １１９位 中井  椋 

女子５ｋｍフリー      ５０位 水口 珠寿 ７４位 石井こはる  ７９位 上坂 晏未 

男子１０ｋｍクラシカル   ８４位 竹原 敦也 ８９位 髙田 道希 １０２位 中井  椋 

女子５ｋｍクラシカル    ５０位 水口 珠寿 ６２位 真井樹里愛  ６５位 明瀬 七海 

男子４×１０㎞リレー    ２３位 竹原・中井・髙田・前川 

女子３×５㎞リレー     １５位 水口・石井・上坂 

男子スラローム      １０７位 橋爪 葵一 

女子スラローム      １３７位 大杉穂乃佳 

 

第３０回全国高等学校選抜スキー大会  2/16～2/19 

        会場：【クロスカントリー 長野県下高井郡野沢温泉村 南原クロスカントリーコース】 

  男子１０ｋｍクラシカル      ７９位 髙田 道希 

  女子５ｋｍクラシカル       ４３位 水口 珠寿 

  男子１．２ｋｍスプリント予選   ８１位 髙田 道希 

  女子１．２ｋｍスプリント予選   ４３位 水口 珠寿 

 

第７３国民体育大会冬季大会スキー競技会  2/25～2/28 

        会場：【クロスカントリー 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース】 

  男子１０ｋｍクラシカル      ７０位 髙田 道希 

  女子５ｋｍクラシカル       ６２位 水口 珠寿 

 

第９６回全日本スキー選手権大会  3/12～3/16  【会場：北海道札幌市白旗山競技場】 

  男子１０ｋｍフリー     ９１位 髙田 道希 

 女子５ｋｍフリー      ５１位 水口 珠寿   ６５位 真井 樹里愛 



 男子スキーアスロン１０ｋｍ(C)+１０ｋｍ(F) ８６位 竹原敦也 

 女子スキーアスロン５ｋｍ(C)+５ｋｍ(F)   ４８位 水口 珠寿    ５４位 明瀬 七海 

JOC2018ジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアスキー選手権大会  3/16～3/19 

会場：北海道名寄市なよろ健康の森クロスカントリーコース 

  男子１０ｋｍフリー     ７０位 髙田 道希   ７２位 竹原 敦也 

  女子５ｋｍフリー         ７０位 水口 珠寿  １４３位 真井 樹里愛 

                  １４４位 野原 みのり 

  男子１０ｋｍクラシカル      ３８位 髙田 道希  １０９位 中井 椋 

  女子５ｋｍクラシカル       ７７位 水口 珠寿  １２７位 明瀬 七海 

                  １４３位 真井 樹里愛 


