
第74回秋季富山県高等学校野球大会 ３位 硬式野球部

第64回春季富山県高等学校軟式野球大会 優勝

第63回秋季富山県高等学校軟式野球大会 優勝

男子200m　3位
男子800m　2位

男子3000msc　2位
女子800m  1位

女子1500m  1位・2位・3位
女子5000m  1位

男子１００ｍ　1位・3位
男子２００ｍ　1位
男子８００ｍ　1位

男子１５００ｍ　3位
男子５０００ｍ　2位

男子３０００ｍｓｃ　1位
男子４×１００ｍR　1位
女子８００ｍ　1位・2位

女子１５００ｍ　1位・2位・3位
女子１５００ｍ　2位・3位

女子３０００ｍ　1位・2位・3位
女子やり投　2位
男子１００ｍ　2位
男子８００ｍ　1位

男子１５００ｍ　8位
男子３０００ｍｓｃ　2位・3位

男子少年A100m　1位
男子少年A800m　1位

男子少年A5000m　1位・3位
男子少年B3000m　2位

女子成年800m  2位・3位
女子少年A3000m  1位・2位・3位

女子少年B800m  2位
女子少年B砲丸投  2位

女子少年共通やり投  3位

第７４回全国高等学校
陸上競技対校選手権大会

男子３０００ｍＳＣ　7位

男子１００ｍ　1位
男子５０００ｍ　3位

男子３０００ｍｓｃ　3位
男子４×１００ｍR　1位

男子砲丸投　1位
男子ハンマー投　1位

男子総合　1位
女子８００ｍ　2位

女子１５００ｍ　1位・2位・3位
女子３０００ｍ　1位・2位

女子三段跳　2位
女子やり投　1位
女子走高跳　1位
女子総合　3位

第63回富山陸上競技選手権大会

第７４回富山県高等学校
陸上競技対校選手権大会

陸上競技部

軟式野球部

第74回富山県民体育大会陸上競技

種目・順位

第６０回 北信越高等学校
陸上競技対校選手権大会

第５８回富山県高等学校
陸上競技新人対校選手権大会

第１回　部活動報告（２０２１．１０．１５）

大会名 部活動



富山県高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技

女子団体　3位

富山地区ソフトテニス選手権大会
兼第１７回富山市民体育大会ソフトテニス競技 女子個人戦1位

富山県高等学校秋季ソフトテニス選手権大会
呉東地区予選 女子個人戦　1位

男子シングルス　優勝

中部日本卓球選手権大会富山県予選会 男子ジュニア　優勝・2位

男子学校対抗　優勝
女子学校対抗　次勝

男子ダブルス　次勝（2組）・3位（2組）

男子シングルス　優勝・3位

国体候補２次選考会 少年の部　1位・3位

高校男子の部　1位
高校女子の部　1位

天皇杯・皇后杯2022全日本卓球選手権大会
富山県予選会 男子ジュニアシングルス　優勝

第７４回富山県高等学校総合体育大会
バスケットボール競技 3位 男子バスケットボール部

女子団体　2位
女子個人ダブルス　3位（2組）

女子個人シングルス　3位
女子ダブルス　1位・3位
女子シングルス1位・3位

男子団体 3位
女子団体 優勝

男子個人60Kg級　3位
男子個人81Kg級　2位
男子個人90Kg級　3位

女子個人48Kg級　3位（2名）
女子個人52Kg級　1位・2位

女子個人57Kg級　1位・3位（2名）

女子個人63Kg級　2位
女子個人48Kg級　1位・2位

女子個人52Kg級　1位
女子個人57Kg級　1位

男子団体 2位
女子団体 2位

男子個人60Kg級　1位
男子個人73Kg級　3位
男子個人81Kg級　3位
男子個人90Kg級　3位

女子個人48Kg級　3位（2名）
女子個人52Kg級　1位・2位

女子個人57Kg級　1位・3位（2名）

女子個人63Kg級　2位・3位
第62回北信越高等学校柔道大会 男子個人60Kg級　5位

男子個人60Kg級　1位
女子個人52Kg級　1位・2位

女子個人63Kg級　2位

ソフトテニス部

第４０回全日本ジュニア県予選会

バドミントン部

第17回富山市民体育大会 卓球競技会

第72回富山県高等学校
バドミントン選手権大会

柔道部

富山県高等学校総合体育大会卓球競技

第70回富山県高等学校
春季柔道選手権大会

富山県女子ジュニア柔道
体重別選手権大会

第70回富山県高等学校総合体育大会
柔道競技

男子ダブルス　優勝
富山県高等学校春季卓球選手権大会

第52回富山県体重別選手権大会
第74回富山県民体育大会柔道競技

卓球部



個人総合  1位
種目別　床1位

種目別　あん馬1位
種目別　つり輪1位
種目別　跳馬1位

種目別　平行棒1位
団体総合　優勝

個人総合　優勝・3位
種目別　床1位

種目別　つり輪1位
種目別　跳馬1位

種目別　平行棒1位
女子団体　優勝

男子400ｍ自由形　1位
男子1500m自由形　1位
男子100ｍ背泳ぎ　3位
男子200ｍ背泳ぎ　3位
女子400ｍ自由形　1位
女子800m自由形　1位
女子100ｍ背泳ぎ　1位
女子200ｍ背泳ぎ　1位
女子100ｍ平泳ぎ　3位
女子200ｍ平泳ぎ　3位

女子200ｍバタフライ　3位
女子400m個人メドレー　2位

女子4×100mフリーリレー 2位
女子4×200mフリーリレー 1位
女子4×100mメドレーリレー 1位

女子団体　4位
女子400ｍ自由形　6位
女子800m自由形　6位
女子100ｍ背泳ぎ　1位
女子200ｍ背泳ぎ　1位
女子100ｍ平泳ぎ　8位

女子200ｍバタフライ　2位・8位
女子400m個人メドレー　2位

女子4×100mフリーリレー 7位
女子4×200mフリーリレー 5位
女子4×100mメドレーリレー 2位

団体　準優勝
個人総合　準優勝

個人体重別80㎏級　優勝
団体　準優勝

個人総合　３位
個人体重別80㎏級　準優勝
少年男子　個人重量級　2位
少年男子　個人中量級　2位
少年男子　個人軽量級　2位

北信越高等学校選手権水泳競技

水泳部

相撲部富山県高等学校総合体育大会相撲競技

体操競技部

富山県高等学校春季大会体操競技

富山県高等学校総合体育大会体操競技

富山県高等学校総合体育大会水泳競技

団体総合　1位

第72回富山県高等学校
春季相撲選手権大会

第74回富山県民体育大会相撲競技



富山県高等学校総合体育大会
ソフトボール競技

3位

富山県高等学校
夏季ソフトボール大会 １位

富山県高等学校秋季大会
ソフトボール競技

優勝

富山県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 優勝 ゴルフ競技

ラジオドキュメント部門優秀賞
テレビドキュメント部門優良賞

第49回富山県吹奏楽コンクール 高校Ａ部門　金賞・富山県代表

第62回北陸吹奏楽コンクール 高校Ａ部門　金賞・北陸支部代表

第34回北陸マーチングコンテスト 高校以上コンテスト部門　金賞・北陸支部代表

珠算の部　個人総合競技　優勝・二等（2名）・三等

電卓の部　個人総合競技　優勝・二等（2名）・三等（2名）

団体の部　簿記２級の部　　優勝・3位

団体の部　簿記３級の部Ａ　優勝・準優勝・3位

個人の部　簿記２級の部　　優勝・3位・4位・5位

個人の部　簿記３級の部Ａ　優勝・準優勝・3位・4位・5位・6位

団体の部　準優勝
個人の部　最優秀賞

団体の部　優勝
個人の部　優勝・2位・3位

団体の部　２位
個人の部　3等（2名）・佳良（2名）

団体　優勝
個人　優勝・2位
団体　準優勝

個人　優良賞・佳良賞
日本語スピード競技　団体　2位
日本語スピード競技　個人　2位・3位

個人の部　優勝
団体の部　準優勝

スピーチの部　　最優秀賞・優秀賞

レシテーションの部　　優秀賞

第二十二回高校生国際美術展 書の部 佳作 書道部

吹奏楽部

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

英語部

情報処理部

ソフトボール部

第27回　全商北信越地区高等学校
ワープロ競技大会

第33回全国高等学校
情報処理競技大会富山県大会

珠算の部　団体競技　優勝

電卓の部　団体競技　優勝

第68回全国高等学校
ビジネス計算競技大会富山県大会

第12回高等学校簿記対抗戦北陸大会

第37回全国高等学校簿記競技大会
富山県大会

第35回全国パソコン技能競技大会

第68回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト ラジオドキュメント部門　入選

珠算部

経理部

第12回中日本ワープロ錬成競技会

ワープロ部

第68回全国高等学校ワープロ競技大会

第６０回富山県高校放送コンテスト

第68回全国高等学校ワープロ競技大会
富山県大会

広報部


