
2019年度 部活動成績および表彰一覧 

〈部活動の記録〉 

≪文化部門≫ 

❍郷土芸能部 

第３１回富山県高等学校文化祭 10/26  会場：富山県民会館  郷土芸能部門 最優秀賞 

３年生 小西 浩生・沼口 文弥・野村 俊介・山口 旅人・山本 凌平・横山 竜馬 

今井 裕梨・金島 琴音・工藤 美琴・真井樹里愛・松川 七海・吉田 季紗 

和田 風吹 

  ２年生 大西 うい・上口 駿渓・山本 渓介・池田美々帆・中谷 美咲・古屋明優香 

  前田 擁希・本吉 美鈴・山﨑 茜・山下 琉李・横井友里花・藤井  芹 

  脇坂望乃彩 

  １年生 荒井 琢真・井並 優空・柏原 大夢・木下 達貴・奥野 瑛子 

清瀬 己晴・小柳 華奈・鳥毛 美佐・光田 彩乃 

 

≪体育部門≫ 

〇男子バレーボール部 

平成 31年度 県高等学校春季大会バレーボール競技 4/28 

1回戦  南砺平高校 ０―２ 滑川高校 （７-２５ １０-２５） 

     竹田 優太  中井 椋   山口 旅人  横山 竜馬  

上野 僚太  大西 うい  中西 亮介 

 

令和元年度 県高校総合体育大会バレーボール競技 6/1 

1回戦  南砺平高校 ０―２ 南砺福野高校 （８-２５ １２-２５） 

     竹田 優太  中井 椋   沼口 文弥  山口 旅人  横山 竜馬 

     上野 僚大  大西 うい  中西 亮介  

 

令和元年度 県高等学校秋季大会バレーボール競技 9/8 

1回戦  南砺平高校 ０―２ 富山南高校 （１１-２５ １０-２５） 

     竹田 優太  中井 椋   山口 旅人  横山 竜馬 

     上野 僚大  大西 うい  中西 亮介  

 

 

 

 

 



○スキー部 

富山県高校総体スキー競技会 兼 第 69回全国高校スキー大会富山県予選会 1/14～1/16 

【会場：アルペン（岐阜県朴の木平スキー場）クロスカントリー（長野県野沢温泉村上ノ

平クロスカントリーコース）】 

男子９㎞フリー     1位 山﨑 大翔 2位 長谷 怜信 3位 髙田 道希 

4位 荒木 鷹人 5位 竹原 敦也 6位 浅地 陵成  

8位 若林 拓哉 9位 大瀬 丈翔 

女子６㎞フリー     3位 稲塚 麻衣 4位 真井樹里愛 5位 明瀬 七海  

男子９㎞クラシカル   1位 髙田 道希 2位 長谷 怜信 3位 山﨑 大翔 

4位 竹原 敦也 5位 荒木 鷹人 6位 若林 拓哉 

7位 浅地 陵成 9位 大瀬 丈翔 

女子６㎞クラシカル   2位 稲塚 麻衣 3位 真井樹里愛 5位 明瀬 七海  

男子４×６㎞リレー   1位 長谷・髙田・山﨑・竹原 

女子３×３㎞リレー   1位 稲塚・真井・明瀬 

男子大回転       6位 荒井 琢真 

男子回転        6位 荒井 琢真 

学校対抗        男子 1位 南砺平 60点  女子 2位 南砺平 26点 

第 81回富山県スキー選手権大会クロスカントリー  1/19 

             【会場：長野県野沢温泉村上ノ平クロスカントリーコース】 

男子１０㎞フリー    4 位 山﨑 大翔 7 位 髙田 道希 10 位 長谷 怜信 

12 位 竹原 敦也 13 位 荒木 鷹人 14 位 浅地 陵成 

16位 若林 拓哉 17位 大瀬 丈翔 

女子５㎞フリー     6位 真井樹里愛 7位 稲塚 麻衣 8位 明瀬 七海 

11位 光田 彩乃   

 

第 73回富山県民体育大会スキー競技会  クロカン…1/18、アルペン…1/19 

【会場：アルペン（新潟県糸魚川市シャルマン火打スキー場）クロスカントリー（長野県

野沢温泉村上ノ平クロスカントリーコース）】 

一部少年男子 

１０㎞クラシカル    1位 山﨑 大翔 2位 髙田 道希 3位 長谷 怜信 

4位 竹原 敦也 5位 若林 拓哉 6位 荒木 鷹人 

8位 浅地 陵成 9位 大瀬 丈翔  

一部少年女子 

５㎞クラシカル     3位 稲塚 麻衣 4位 真井樹里愛 6位 明瀬 七海 

  8位 光田 彩乃  

一部少年男子大回転    7位 荒井 琢真 



第75回冬季国体GSL競技 富山県選考会  1/19 

【会場：アルペン（新潟県糸魚川市シャルマン火打スキー場）】  

 少年男子大回転  6位 荒井 琢真 

 

第６９回全国高等学校スキー大会  2/3～2/7 

【会場：クロスカントリー（新潟県妙高市 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース）】 

 男子 10㎞フリー    17位 山﨑 大翔 43位 長谷 怜信 57位 髙田 道希 

 女子 5㎞フリー     53位 稲塚 麻衣 54位 真井樹里愛 81位 明瀬 七海 

 男子 10㎞クラシカル  35位 山﨑 大翔 36位 長谷 怜信 52位 髙田 道希 

 女子 5㎞クラシカル   55位 稲塚 麻衣 64位 真井樹里愛 74位 明瀬 七海 

男子 4×10㎞リレー    9位 長谷・髙田・山﨑・竹原 

女子 3×5㎞リレー    15位 稲塚・真井・明瀬 

 

第７５国民体育大会冬季大会スキー競技会  2/17～2/19 

【会場：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 10ｋｍクラシカル 34位 髙田 道希 35位 山﨑 大翔 36位 長谷 怜信 

       46位 竹原 敦也 49位 若林 拓哉 65位 荒木 鷹人 

 少年女子 5ｋｍクラシカル  29位 真井樹里愛 40位 稲塚 麻衣 

 男子 4×10ｋｍフリーリレー 9位 長谷・山﨑・髙田・竹原 

 

第３２回全国高等学校選抜スキー大会  2/24～2/27 

【会場：クロスカントリー（長野県野沢温泉村 野沢温泉スキー場）】 

 男子 7.5㎞フリー 19位 山﨑 大翔  

 男子 7.5㎞クラシカル 33位 山﨑 大翔 44位 竹原 敦也 49位 長谷 怜信 

   94位 若林 拓哉 116位 荒木 鷹人 

 女子 5㎞クラシカル 51位 稲塚 麻衣 

 男子 1.5kmスプリントクラシカル 17位 竹原 敦也 22位 長谷 怜信  

40位 山﨑 大翔 99位 荒木 鷹人  

101位 若林 拓哉 

 女子 1.5kmスプリントクラシカル 45位 稲塚 麻衣 

 

〈各種コンクール〉 

第 44回富山県青少年美術展 彫刻部門 佳作         31H 野村俊介 

第 15回南砺市美術展    彫刻部門 市展賞        31H 野村俊介 

    

第 16回わたしの新聞コンクール 新聞感想文部門 入選    21H 山下琉李 



〈学校行事〉 

第６９回創校記念校内マラソン大会 

  個人男子     １位 高田 道希  ２位 荒木 鷹人  ３位 山﨑 大翔 

  個人女子     １位 真井 樹里愛 ２位 稲塚 麻衣  ３位 明瀬 七海 

クラス対抗    優勝 ２１Ｈ 

 

校内球技大会 

男子（サッカー）     優勝     ３１Ｈ   2位   ２１H 

女子（バレーボール）   優勝     ２１ＨＣ  2位   ３１ＨＡ 

 

校内弁論大会      

最優秀賞   ２１Ｈ 稲塚 麻衣 「「楽しい」から「学び」へ」       

優秀賞     １１Ｈ 向  叶羽 「己の生き方」 

努力賞     ３１Ｈ 枡田 弥桜 「男と女の×××」   

ゴールド生徒賞    １１Ｈ 若林 拓哉 「平の不思議」 

 

百人一首大会      

・個人の部 

   １位 沼口 文弥  ２位 和田 風吹  ３位 池田 賴人 

・クラス対抗の部 

   １位 ３１Ｈ  ２位 ２１Ｈ 

・百人一首リレーの部 

   １位 奇数チーム（３１Ｈ）、偶数チーム（３１Ｈ） 

 

〈高体連表彰〉 

高等学校体育連盟 特別表彰  長谷 怜信  髙田 道希   

山﨑 大翔  竹原 敦也 

一般表彰  真井樹里愛  明瀬 七海 

 

〈高文連表彰〉 

高等学校文化連盟 文化連盟賞  野村 俊介  真井樹里愛  

和田 風吹 

高等学校図書館協議会 生徒図書委員代表 盛田 絢香 

 


