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【運動部】 
◎硬式野球部〈第 99 回全国高等学校野球選手権滋賀大会〉

１回戦    3-10 大津 ●  
◎陸上競技部〈滋賀県高校ユース陸上競技選手権大会〉 

2 年男子ハンマー投 川西隼司 ３位 
2 年女子砲丸投   森野綾乃 ３位 
１年男子円盤投   北川亮介 ２位  

近畿ユース選手権出場(9/15～17：皇子山) 
 
〈滋賀県民体育大会〉 
◎バドミントン部 

団体戦 男子   1 回戦 vs 玉川高校 ○ 
2 回戦 vs 光泉高校 ● 

女子    ２回戦 ３-２ 草津  ○ 
         ３回戦 ０-３ 比叡山 ● 
〈湖東ブロック大会〉 

  男子 A 級 ダブルス  川島・鈴木 優勝 
     A 級 シングルス 川島伝竜  優勝 
                鈴木隆聖  ２位 
                山中滉斗  ４位 
◎卓球部 
 団体戦 男子   １回戦 ３-０ 守山北 ○ 
          ２回戦 ０-３ 近江  ● 
     女子   ２回戦 ０-３ 彦根東 ● 
 個人戦 男子   吉川 ４回戦進出 
     女子   橋本、薮田、小梶 ３回戦進出 
◎女子ソフトテニス部 

団体戦       １回戦 １-２ 長浜北星 ● 
個人戦       台風の影響のため中止 

◎男子ハンドボール部 
1 回戦      1２-１１ 八幡工業 ○ 
２回戦      1３-１６ 彦根東  ● 

◎女子ハンドボール部 
1 回戦      １４-１２ 米原      ○ 
準決勝      １０-２４ 立命館守山   ● 
シード決定戦    ６-１５ 彦根翔陽翔西館 ● 

 
◎剣道部 

男子 彦根市市民選手権大会参加 
◎水泳競技 飛込 
〈全国高等学校総合体育大会〉 
 男子高飛込 ２９位 
〈滋賀県高等学校秋季総合体育大会〉 
 男子飛板飛込・高飛込 優勝 
 
【文化部】 
◎放送部 

NHK 杯全国高等学校放送コンテスト参加 
◎科学部 
 第４１回全国高等学校総合文化祭宮城大会 文化連盟賞 

◎吹奏楽部 
第 41 回全国高等学校総合文化祭宮城大会 出場 
第５３回滋賀県吹奏楽コンクール  銅賞受賞 

 第 29 回滋賀県マーチングコンテスト 金賞 
  9/23 関西マーチングコンテストに出場 

 

〈夏季総合体育大会（県大会）７／２７、２８〉 
◎陸上競技部  

福山青志 走幅跳 ６ｍ０１ ４位 
◎卓球部  

個人戦 女子 守田美沙樹 ベスト８ 
◎剣道部 
   個人戦  女子 原田茉実、重田萌々花 1 回戦敗退 

  
〈夏季総合体育大会（ブロック大会）７／２１、２２〉 

◎軟式野球部   ０-１０ 湖北中 ● 
◎女子バレーボール部       

 0-2 南中 ●  0-2 西中 ● 
0-2 東中 ●                  

◎女子バスケットボール部  
 ３８-３５ 多賀中 ○ 
 ２４-６１ 彦根中 ●      

◎卓球部 
団体戦 男子 優勝   女子 準優勝  

       以上男女県大会出場 
個人戦 男子 大前太一 準優勝  有本幸平 ８位 

      女子 守田美沙樹 優勝 
   小林紋華 準優勝  北川真愛 ９位  

      以上５名県大会出場 
◎剣道部 

団体戦 男子 予選リーグ敗退 
個人戦 女子 原田茉実 ベスト８ 

         重田萌々花 ベスト１６位 
         以上２名県大会出場 

 
〈彦根市総合体育大会  ８／２１、２２〉 

◎軟式野球部   0-９ 中央中 ● 
◎剣道部  

団体戦 男子 ６位 
◎卓球部    

団体戦 男子 優勝   女子 ３位  
個人戦 男子 有元幸平 準優勝  辻泰幸 ３位 

        野田大河 ５位  森野裕大 ６位 
     女子 立岡真歩 優勝  西村知夏 準優勝 
        國領ひかり ８位   
◎女子バスケットボール部  ４位 

・予選リーグ３位 
 16-24 彦根中  ●  12-39 南中 ● 
 34-10 中央中 ○ 

・決勝トーナメント 
 36-28 西中   ○  16-36 南中 ●  
 13-28 彦根中 ● 

◎女子バレーボール部 ６位 
  トーナメント戦  0-2 南中  ●  

５位～７位決定戦 0-2 西中  ● 
 2-0 彦根中 ○ 

 
◎吹奏楽部   
〈ブロック大会〉 中学校 A の部  金賞 
〈第５３回滋賀県吹奏楽コンクール〉 

中学校 A の部  銅賞 

夏季以降に実施された各部の主な大会結果は次のとおりです。

高校 中学 


