
平成２８年度 部活動活動結果  

 平成２８年１０月２７日～２９日におこなわれました秋季総体の結果をお知らせします。 

 

運動部 

陸上競技部 

男子総合 第 3位 

男子トラック 第 4位  男子フィールド 第 4位 

男子４×４００ｍR 優勝 3分 23秒 31 

男子２００ｍ 中井 準登 優勝 21秒 52 （準決勝 21秒 51大会新記録） 

男子１００ｍ 中井 準登 優勝 11秒 06 

男子三段跳 笹岡 優也 第 2位 １３ｍ５１ｃｍ 自己ベスト 

女子１００ｍH 福本 有里 第 2位 （14秒 96） 

男子４×１００ｍR 第 3位 42秒 66 （準決勝 42秒 53チームベスト） 

男子２００ｍ 瀬河 颯 第 3位 22秒 55 （準決勝 22秒 18自己ベスト） 

女子４×１００ｍR 第 4位 50秒 67 

男子三段跳 福田 龍太 第 4位 （１３ｍ４１ｃｍ）  

（公認記録１３ｍ４０ｃｍ自己ベスト） 

男子砲丸投 奥野 悠稀 第 4位 １１ｍ７０ｃｍ 自己ベスト 

女子走幅跳 岡村 明莉 第 5位 ４ｍ９８ｃｍ 

男子走幅跳 福田 龍太 第 6位 ６ｍ３７ｃｍ 自己ﾍﾞｽﾄ 

女子円盤投 ｵﾘﾊﾞﾚｽﾖｼｲ ﾏｱﾗ 第 6位 ２８ｍ７３ｃｍ 自己ﾍﾞｽﾄ 

 

大目標にしてきた男子４×４００ｍR で優勝することができ、チームとして戦うことができた結果であると思

います。個人種目においても、夏のユース大会で結果を残した選手が、確実に点数を取ってこれるようになった

ことは大きな収穫です。石部高校陸上競技部の名が着実に滋賀の陸上界に浸透してきていることを実感すること

ができました。ただ、その中でも怪我で万全の状態で大会を迎えることができなかった選手や、勝負できずに終

わってしまった選手も数名みられます。来年度、3年ぶりの IH出場を目指して、さらに気を引き締めて冬季練習

に取り組み、チャンピオンチームとしての自覚の元、すべてにおいてレベルアップしていきたいです。 

(顧問より) 

 

卓球部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子団体 

1回戦 対日野高 ３－１ 勝 

2回戦 対虎姫高 ２－３ 負 

男子ダブルス 

吉川、岡本組 ベスト３２ 

男子シングルス 

 岡本 4回戦敗退(ベスト 64) 

 吉川 2回戦敗退 

 茂森 1回戦敗退 



テニス部 男子 

 

シングルス予選 

斉藤  大塚  中山 ・・・１回戦敗退 

松井・・・2回戦敗退    

 白川・・・予選決勝敗退 

ダブルス予選  

 斉藤・中山ペア  1回戦  ｖｓ玉川高ペア 2－6で敗退 

 松井・白川ペア  予選決勝 ｖｓ光泉高ペア 0－6で敗退 

 

テニス部 女子 

 

シングルス予選 

 山元・・1回戦敗退、  松浦・・予選通過、本戦出場決定 

 曽和・・予選通過、本戦出場決定、  福本未・・1回戦敗退 

ダブルス予選 

山元・福本未ペア  2回戦  VS  東大津高ペア 5－7で 敗退 

曽和・松浦ペア   2回戦   VS 東大津高ペア 6－4で勝利 

3回戦   VS 膳所高ペア  6－3で勝利 

4回戦  VS 守山高ペア  2－6で敗退 

シングルス本戦 

 曽和 １回戦  ｖｓ光泉高 2－6で敗退 

 松浦 １回戦  ｖｓ守山高 0－6 で敗退 

 

10／22（土）シングルス予選 

全体的に運動能力、テニスの技術力ともに高いものを持っているので、予選においてのびのびと試合ができま

した。ラリーが粘り強く続いたプレーヤーも多く、相手のミスを誘うプレーができました。 

 

10／23（日）ダブルス予選 

 本校 2ペアとも実力面では決して低くはないのですが、予選決勝では、やはり実力差が出てきました。実力面、

精神力の面ともに、あと 1歩の向上を期待します。 

 

10／28（金）シングルス本戦 

本戦に出場する選手の実力は確かに高いのですが、今回の大会でも本校の選手のプレイに堅さがみられました。

もっと思い切って、のびのびとプレイができたらよかったと思います。       (顧問より) 

 

 

シングルス、ダブルスともに予選決勝まで残れる選手やﾍﾟｱが出てきました。予選を突破するということは、

１６人中１位になるということです。 

その後は本戦が待っています。そのステージに近づけているという実感があります。次の大会で本戦出場を目

指します。(顧問より) 



バスケットボール部 男子 

1回戦  12- 9     2回戦 4-28 

石部 ４２ 12-11 ４０ 大津 石部 ２９  12-11 １０１ 彦根工業 

  9-10                                            11-25 

 9-10                                            10-20 

ｖｓ大津高校 

１年生４人、３年生３人、マネージャー２人の計９人で試合に臨みました。試合序盤７点のリードから数回

同点まで持ち込まれるも、１度も逆転されることなく勝ち切ることができました。特に春に引退した３年生が

総体前から練習、試合共にチームをまとめ、引っ張ってくれました。 

ｖｓ彦根工業 

  春季総体でベスト８の強豪と対戦しました。実力差は歴然でしたが、最後まで戦う姿勢がみられたことから、

１年生は今後に生かせる課題が持てた試合になったと思います。残念ながら、３年生は今大会で引退となりま

す。(顧問より) 

 

バスケットボール部 女子 

夏休みは、主に 1年生を中心としたメンバーで練習を続け、

2学期に入ってからは合宿や合同練習をしてきました。そし

て、3年生２人が進路決定後から本格的に練習に参加し、こ

の大会を迎えました。 

 序盤は、接戦をしてよい試合でしたが、簡単なシュートを

決められてしまう場面が多く、ディフェンス面での課題が残

りました。また、リバウンド争いに競い負けることも多く、今後の練習ではそのあたりを重点的に鍛える必要を

感じました。 

 生徒は、少ない人数の中、最後まであきらめることなく戦い続け、悔しさは残ったものの、次の目標へ向けて

努力する契機となったように思います。(顧問より)  

 

バレーボール部 女子 

 

予選グループ戦 

信楽・石部 ０（18-25, 16-25）２ 水口東 

敗者復活戦 

信楽・石部 ０（9-25, 12-25）２ 北大津 

 

石部高校５名、信楽高校２名の計７名で夏の県民体育大会に引き続き、合同チームを編成して出場しました。

石部高校は、春で引退予定だった３年生２名もエースアタッカー、セッターという重要なポジションで活躍して

くれました。 

 初戦の水口東高校戦は、第１セットの立ち上がりは接戦でしたが、後半にミスが続いて徐々に離され、セット

を失いました。第２セットは序盤から差がついて追う展開となり、終盤に連続サービスエースで点数を詰めまし

たが、惜しくも敗れました。 

 北大津高校戦は、序盤から相手の強打のスパイクに屈し、敗れました。健闘しましたが、残念ながら予選敗退

となりました。(顧問より) 

 

 18－18     (新高) 

石部 ５５    9－17   ６７ 長浜 

 13－13 

 15－19 



バドミントン部 (男子・女子) 

団体戦 男女とも人数不足のためオープン参加で出場しました。 

よって、結果にかかわらず 1回戦だけさせてもらう形でした。 

 

硬式野球部 

平成 28年度 秋季近畿地区高等学校野球滋賀県大会(9月 18日 今津スタジアム) 

ｖｓ石山高校 

３－４ 負け 

湖南農業高校、信楽高校との合同チームでしたが、各校の選手と力を合わせて実力以上の試合を展開しました。

石部高校は部員が 3人と合同チームの中でも最少の部員数です。それでも 3人ともが試合出場を果たし、それぞ

れが課題を見つけた大会となりました。 

僅差の試合展開の中、引き締まった好ゲームとなりましたが、結果を見れば 1点差の負け。この 1点をどう詰め

るかが今後のチーム全体での課題だと意識して、春季大会、そして夏の大会へとレベルアップを図っていきたい

と思います。(顧問より) 

 

文化部 

第３７回滋賀県高等学校総合文化祭 

吹奏楽 

吹奏楽部門 

順位の付く大会ではなく演奏を披露する発表会形式の大会で、石部高校は、「北の鳥たち」「情熱大陸」を

演奏しました。 

 

放送部 

放送部門 

1，2年生 4名が朗読部門に出場しました。 

 

囲碁・将棋部  

将棋部門 

男子Ａ級順位戦（１名出場）： 予選リーグ敗退 

最後の大会、結果は残念でしたが、３年間よく頑張ってくれました。(顧問より) 

 

茶華道部 

１０月３０日（日）湖南市文化祭に参加しました。 

石部文化ホールにて１０：００～１５：００まで茶会を行い、延べ８０人ほどのお客様にご来場いただきま

した。 

  

二年生３名、三年生１名でお点前やお菓子を出すなどのおもてなしをしました。地域の方々にも好評で、生徒

が一生懸命お茶を点てている姿を褒めていただきました。また、石部高校がいろいろなところで頑張っている姿

を見るとの言葉も聞かれ、少しずつ地域に石部高校生の取り組みが浸透しつつあるのだなと実感できました。 

少ない部員で効率的に自分たちで運営する経験もでき、来年度のいそべ文月祭にも生かせるのではないかと思

います。(顧問より) 


