
部活動報告 

令和２年６月～１１月 

『運動部』 

■バスケットボール 

男子 

▽全国高等学校選手権大会 三重県予選会 

9/12～11/1 

 ３回戦  四日市１４２－５３ 菰野 

 ４回戦  四日市 ９１－６１ 三重 

５回戦  四日市 ４５－１１６津工業 

女子 

▽全国高等学校選手権大会 三重県予選会 

 9/12～11/1 

 ２回戦  四日市 ４４－６１ セントヨゼフ 

■バレーボール 

男子 

▽三重県高等学校体育大会バレーボール競技 8/10 

 グループリーグ 

      四日市 ０－２ 海星 

      四日市 ０－２ 桑名北 

▽三重県高等学校バレーボール選手権大会 11/7 

１回戦  四日市 １－２ 久居 

女子 

▽三重県高等学校体育大会バレーボール競技 8/9,22 

 グループリーグ 

      四日市 ２－０ 川越 

      四日市 ２－０ 四日市南 

 トーナメント 

 １回戦  四日市 ０－２ 松阪商業 

▽三重県高等学校バレーボール選手権大会 11/7 

 １回戦  四日市 ０－２ 神戸 

■硬式野球 

▽2020 年三重県高等学校野球夏季大会 7/11～8/1 

 １回戦  四日市１５－０ 昴学園 

２回戦  四日市 ３－１ 飯南 

３回戦  四日市１１－４ 神戸 

準々決勝 四日市 ３－７ 四日市工業 

▽秋季東海地区高等学校野球 四日市地区予選 

 8/10～8/23 

 一次予選 1 回戦 四日市 ３－２０海星 

二次予選１回戦 四日市 ０－８ 四日市南 

三次予選１回戦 四日市１１－６ 暁 

三次予選２回戦 四日市 ５－４ 四日市商業 

代表決定戦   四日市１２－５ 四日市工業 

▽秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 9/12 

 １回戦  四日市 ０－４ 皇學館 

■テニス 

▽三重県高校テニス選手権大会（個人戦のみ） 

8/1,2 

  

 男子シングルス 

  ベスト６４ 内田悠斗、小川侑希 

 女子シングルス 

  ベスト３２ 松崎日菜子 

  ベスト６４ 栁川 ののは 

         

▽三重県高等学校新人大会 テニス競技の部 

予選：9/26,27 本戦 10/24,25,31 

 男子団体戦  

  ２回戦  四日市 ２－３ 名張青峰 

   

 女子団体戦 第４位 

  １回戦  不戦勝 

  ２回戦  四日市 ４－１ 桑名 

  準々決勝 四日市 ３－１ 四日市南 

   準決勝   四日市 ０－５ 津商 

３位決定戦  四日市 ０－３ 宇治山田商 

 男子シングルス 

  ベスト６４ 小川侑希 

 男子ダブルス 

  ベスト３２ 小川侑希、中野心太 

 女子シングルス 

  ベスト１６ 松崎日菜子    

ベスト３２ 栁川 ののは 

 女子ダブルス 

  ベスト３２ 松崎日菜子・栁川 ののは 

神田 瑞季・棚村 花帆 

 

■ソフトテニス 

男子 

▽三重県高校新人ソフトテニス大会団体戦 10/31 

 四日市 １－２ 津西 

▽三重県高校新人ソフトテニス大会個人戦 11/7,8 

 ８ペア出場 

■バドミントン  

▽三重県新人大会 個人戦 9/5・6・12・13 

男子 ２部シングルス   ベスト１６ 三隅 賢 

ベスト３２ 浦 健人 

３部シングルス ベスト１６ 土井 大翔  

ベスト３２ 秦 一裕 

女子 ３部シングルス   ベスト３２ 川村 徳実  

■剣道 

▽三重県高校剣道一年生大会 8/30 

 男子Ⅱ部 ３位  髙尾 竜生 

女子Ⅱ部 ３位  中辻 芽生 

■陸上競技 

▽三重県高校陸上競技選手権大会 7/12 

 女子４００ｍＨ  ５位 山本絵美香 

 

▽三重県陸上競技選手権大会 7/25-26 

   女子４００ｍＨ  ５位 山本絵美香 

   ４００ｍ   ６位  山本絵美香 

 

▽みえスポーツフェスティバル 2020 9/5 

 一般高校女子３００ｍＨ ２位 山本絵美香 

 一般高校混合４×４００ｍＲ ２位 



            山本絵美香 勝井陽大 

            大西麻紀子 渡邊晃心 

▽三重県高校新人陸上競技大会 9/19-20 

 男子５０００ｍ ２位 辻本健太郎 

８００ｍ  ６位 勝井 陽大 

 女子４００ｍＨ ４位 山本絵美香 

   ４００ｍ  ５位 山本絵美香 

   棒高跳   ５位 大西麻紀子 

▽三重県秋季選抜陸上競技大会 10/24-25 

 男子５０００ｍ ８位 辻本健太郎 

 女子４００ｍ  ６位 山本絵美香 

   ４００ｍＨ ４位 山本絵美香 

   ８００ｍ  ７位 方悠記子  

棒高跳   ８位 大西麻紀子   

    

▽三重県高校駅伝競走大会 11/8 

女子の部  ７位    １区 田邊 結菜  ２区 山本絵美香 

                   ３区 方悠記子 ４区 永野 未来 

                     ５区 新川 結菜 

男子の部 ４位    １区 辻本健太郎 ２区 勝井 陽大 

３区 長濱 尚汰   ４区 雨澤 優太 

５区 中村 太智   ６区 瀨古 大介 

７区 神田 歩輝 

■サッカー 

▽全国高校サッカー選手権 三重県大会 10/24 

 ２回戦 四日市  1 - 6 桑名 

■ハンドボール 

▽三重県高等学校体育大会ハンドボール競技 

    9/12,13,19 

女子  ２回戦 四日市    5－14  名張青峰 

男子 第５位 

  ２回戦 四日市 19－13 津 

    ３回戦 四日市 13－26 いなべ総合 

 

▽三重県高等学校新人ハンドボール選手権大会 

                 11/7,8,14,15 

女子 

予選リーグ（２勝１敗）２位通過 

    四日市   9－ 7 高田 

四日市   4－12   暁 

     四日市  14－ 2   津 

 決勝トーナメント 

１回戦 四日市 14－10 上野 

２回戦 四日市  2－34 四日市商業 

男子 

予選リーグ（２勝）１位通過 

 四日市 18－11  海星   

     四日市 22－11  名張 

 決勝トーナメント 

１回戦 四日市 22－10 伊賀白鳳 

２回戦 四日市 13－39 四日市工業  

 

■卓球 

▽県高校卓球選手権大会 8/8 

男子シングルスの部  ベスト３２ 多田哲也 

 

▽三重県ジュニア卓球大会 9/12 

 男子ジュニアシングルス  

ベスト１６ 多田哲也 

ベスト３２ 三林聖也 

▽全日本卓球選手権大会三重県予選会 10/3 

 男子シングルス出場 多田哲也 

▽県高校新人卓球大会県予選 10/31 

 （男子学校対抗の部） 

 ２回戦 四日市 ０－３ 三重 

 （女子学校対抗の部） 

 １回戦 四日市 ０－３ 松阪商業 

■水泳 

▽三重県高等学校体育大会 8/1.2 

女子 50m 自由形 6 位 西村 斗公土 

女子 100m 背泳ぎ 2 位 菅野 結子 

女子 200m 背泳ぎ 2 位 菅野 結子 

女子 200m 平泳ぎ 3 位 後藤 那智 

女子 200m 個人メドレー 2 位 後藤 那智 

男子 100m 背泳ぎ 8 位 山田 航 

男子 100m バタフライ 6 位 末谷 克樹 

男子 100m バタフライ 8 位 松尾 真音 

男子 4×200m フリーリレー 8 位 

       平谷 智史 末谷 克樹 

       松尾 真音 上村 倖矢 

女子総合 6位 

女子 高飛込  1 位 山吉 志麻 

        2 位 山吉 慧 

女子飛板飛込  2 位 山吉 志麻 

        3 位 山吉 慧 

▽三重県高校新人水泳競技大会 9/26 

 男子  50m 自由形 5 位 上村 倖矢 

 男子 200m 自由形 4 位 平谷 智史 

男子 200m 自由形 5 位 松尾 真音 

男子 400m 自由形 5 位 平谷 智史 

男子 400m 自由形 7 位 服部 太陽 

男子 100m 背泳ぎ 6 位 山田 航 

男子 100m バタフライ 5位 末谷 克樹 

男子 200m バタフライ 2位 末谷 克樹 

女子 50m 自由形 1 位 菅野 結子 

女子 200m 背泳ぎ 1 位 菅野 結子 

女子 100m 平泳ぎ 3 位 後藤 那智 

女子 200m 個人メドレー 2 位 後藤 那智 

 男子 4×50m メドレーリレー 6 位 

 （山田 航、上村 倖矢、服部太陽、平谷 智史） 

 男子総合 5 位、女子総合 5位 

 

■山岳 

▽三重県高等学校体育大会登山大会 10/31～11/1 

 男子Ａチーム（井坂 滉也，永武伶都， 

前田龍之介，細田侑嗣）５位 

 男子Ｂチーム（斎内 大翔，宮原知佑， 

        位田幸太郎，久野陽生）４位 



■ラグビー 

▽三重県高等学校 7 人制ラグビーフットボール大会

8/1 

1 回戦   四日市 43－5 津西 

準々決勝   四日市 0-36  四日市工業 

▽第 100 回全国高等学校ラグビーフットボール大会

三重県大会 10/4-11/1 

 1 回戦   四日市・津・桜丘・三重 22-12 愛農

学園農業高校 

 準々決勝   四日市・津・桜丘・三重 0 -135 四日

市工業 

■体操 

▽四高祭にてステージ発表 9/2 

▽三重県高校新人大会 新体操 11/14 

女子団体 ３位 （佐藤 菜由，田中 七海， 

服部 心奏，針本 美優，森 理紗子） 

 ４位 （加藤 そら，加藤 海麗， 

福間 愛子，別宮 詩，増山 絢子） 

『文化部』 

■吹奏楽 

▽四高祭にてコンサート 9/2 

▽学校説明会にて歓迎コンサート 10/3 

■SSH 科学 

▽全国物理コンテスト 物理チャレンジ 2020 

 第１チャレンジ 7/12 

第２チャレンジ（全国大会） 9/20 

 優良賞   中野 颯 

 

■放送 

▽全国高等学校総合文化祭 高知大会 7/31 

放送 朗読部門 

文化連盟賞 古市 愛 

▽三重県高校放送コンテスト 8/28 

アナウンス部門 

優秀賞 野村 琴音（全国大会出場） 

奨励賞 加藤 凪紗 

朗読部門 奨励賞 伊藤 菜々花 

▽四高祭 9/2 

 作品発表 

▽学校説明会 10/3 

 学校紹介ビデオ制作・司会担当 

▽みえ高文祭 10/24 

 舞台部門司会   加藤 凪紗・伊藤 菜々花 

■茶道 

▽四高祭    9/ 1 

茶会披露            

▽みえ高文祭  10/24  

茶道部門 大ホールロビー茶会・茶室和庵茶会 

■音楽 

▽四高祭 9/2 

 クラブ演奏発表 

▽学校説明会 10/3 

 ジョイント･コンサート 演奏 

▽みえ高文祭 10/24 

 北勢地区高校合同合唱団として演奏 

 

■美術 

▽四高祭 8/31～9/1 

 作品展示・色紙、似顔絵、プラバン雑貨を販売し

収益の一部を医療従事者の方へ寄付 

▽四日市市美術展覧会 10/3～11 

 写真部門 高校生の部  

金賞 加藤 ひろな 

洋画部門 

入選 榎本 篤志，宮本 彩裕美 

   井上 真実，横山 由衣 

▽みえ高文祭 10/23～25 

出品者：平面絵画 井上 真実，大矢伊織 

出品者：立体   佐野 愛莉 

▽2020 年度「人権」に関するポスター  

 優秀作品 松永 里奈 

 ※19,808 点から優秀作品 20 点の中に選ばれまし

た。ポスターやカレンダー、各種啓発に使用され

ます。 

 

■書道 

▽みえ高文祭 10/23～25 

出品者：加藤優菜・後藤悠希・渡邊愛華 

 

■将棋 

▽近畿高等学校総合文化祭 将棋部門 三重県予

選 8/2 

 男子個人戦 Ａ級６位 市川昌暉 

▽全国高等学校文化連盟将棋新人大会 三重県予選

出場 10/24 

■文芸 

▽高校文芸みえ 第 27 号  10/24 

小説 入選  加藤 彩希 

短歌 入選  加藤 彩希 

▽みえ高文祭文芸部門大会 10/24 

   

■演劇 

▽四高祭   9/2 ステージ発表 

▽三重県高等学校演劇大会 北勢地区大会 10/17～18 

  

■バトン 

▽四高祭   9/2 ステージ発表 

▽バトントワーリング東海大会 11/03 

高等学校の部 バトン編成 

 

■調理 

▽四高祭 9/1 

 展示、地域のお店のお弁当・お菓子販売 

▽学校説明会 10/3 

 展示 

 

 



■新聞 

▽県高校新聞コンクール 10/1 

  奨励賞 

 

■ＳＳＨ生物部 

▽四高祭    8/31～9/ 1 

展示発表       

▽日本生物学オリンピック一次予選  

 成績優秀 松本咲月 

 二次試験（全国大会）出場 12/20 

 

■SSH２年生チーム「阻止されたアシカ」 

▽三重県高等学校科学オリンピック大会 10/18 

  優勝  山村修平・浅川怜央・油田 尊 

   後藤颯太・竹村篤人・松本咲月 

   布施快斗・伊藤祥梧 

 


