
２０１９年度 部活動活動結果 

 春季総合体育大会の結果（文化部は大会の結果）をお知らせします。 

 

運 動 部 

陸上競技部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部員が 55名に増え、チーム一丸となって臨んだ結果、多くの種目で入賞することができた。目標であった、

創部以来初の男女リレー4種目で近畿出場権も獲得することができ、チーム力も高まってきた。6位までの入賞

者は、6月 13日から大阪ヤンマースタジアムで開催される近畿インターハイに出場する。全国インターハイを

目指し、全力で戦いたい。(講評顧問より) 

 

 

硬式野球部 

 

立ち上がり、先頭打者をフライに打ち取った

かに見えたがこれを遊撃手と左翼手(石部 3年 

竹村)が激突しエラー。流れをつかむことがで

きず、先発投手の岡本(石部 2年)が苦しい立ち上がりとなる。代わって登板した竹村(石部３年)は八幡商業打

線を抑え、リズムをつかみかけるが激突した際に足を痛め、無念の途中交代となった。その後、交代した投手

も失点を重ね、打線も反撃することができず、6回コールド負けとなった。 

選手たちは悔しさを夏に晴らすため、現在練習に励んでいる。(講評 顧問より) 

結果（入賞者一覧） 

女 100m  池松 杏香（２年） 12秒 39 優勝 

女 200m  田村 香歩（２年） 25秒 33 2位 

女走高跳  中島 真生（３年） １ｍ54  2位 

男三段跳  西藤 我空（２年） 14ｍ13  2位 

男 100m    則貞  魁（３年） 10秒 99 5位 

男 110mH  太田 彪真（２年） 15秒 36 5位 

男 200m  椎野 隆介（３年） 22秒 08 7位 

男 400mH  今井 悠介（２年） 55秒 89 7位 

男ﾊﾝﾏｰ投 御宿 一輝（２年）  39ｍ67 7位 

男 1500m  伴 遼典（1年）4分 11秒 68 8位 

男 5000m  伴 遼典（1年）15分 57秒 40 8位 

女 100m  田村 香歩（２年） 12秒 83 8位 

男 4×100mR 中尾③-椎野翔①-則貞③-椎野隆③ 41秒 94 2位 

男 4×400mR 則貞③-太田②-西藤②-伴③ 3分 21秒 75 6位 

女 4×100mR 山中②-池松②-濱田②-田村② 49秒 00 3位 

女 4×400mR 田村②-池松②-山中②-濱田② 4分 04秒 26 5位 

※6以内近畿インターハイ出場権獲得 

男子総合 8位 女子総合 5位 女子トラック 3位 

 

春季近畿地区高等学校野球滋賀県大会 

対 八幡商業高校  ０－１０(6回コールド負け) 



テニス部 男子 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シングルス、ダブルスともに目標としていた本選出場は遠く及ばなかった。いつも

以上に集中し、最後まであきらめないプレーが観られたものの、練習のときのストロ

ークやサーブ、リターンが試合本番で十分に発揮できなかったことが大きく、実戦で

のもろさがあったように感じた。 

団体戦では、１試合目のダブルスは６－０と危なげなく勝利し、良好なスタートと

なった。２試合目のシングルス１はゲームの取り合いになり、タイブレークまでもつ

れた。タイブレークでも先行して試合は進んでいったが、４－２での相手サーブから

ポイントを連取され、６－７(4)で敗戦し、トータルで１－１となった。最後のシン

グルス２では本校の選手のフォアストロークの調子が悪く、要所要所でミスが出てしまい、１－６で敗戦。結

果、１－２で１回戦敗退が決定した。(講評 顧問より) 

 

 

テニス部 女子 

 

 

 

 

 

 

 

２年荒木は、本来の調子ではなかったが、我慢し自分のペースを取り戻し勝利した。本戦出場のため力をつ

けてほしい。１年林は、ダブルスの内容がよかった。硬式の経験を積んで、シングルスの１回戦突破を期待す

る。                                      (講評 顧問より) 

シングルス予選 

千代蒼真 １回戦 対能登川 ６－１勝利  

     ２回戦 対玉川  ０－６敗退 

松林将貴 １回戦 対水口東 ３－６敗退 

三宅真平 １回戦 対日野  ３－６敗退 

上嶋悠月 １回戦 対米原  ３－６敗退 

黒田 涼 １回戦 対伊吹  ６－３勝利 

     ２回戦 対高島  ３－６敗退 

石崎翔吾 １回戦 対米原  １－６敗退 

北野歩夢 １回戦 対滋賀学園１－６敗退 

三大寺隆空１回戦 対米原  ３－６敗退 

千代裕也 １回戦 対近江  ０－６敗退 

森 寛斗 １回戦 対滋賀学園３－６敗退 

 

ダブルス予選 

黒田・松林 １回戦 対 水口東４－６敗退 

千代・千代 １回戦 対 日野 ４－６敗退 

上嶋・三宅 １回戦 対 水口東１－６敗退 

石崎・小川 １回戦 対 水口東２－６敗退 

北野・三大寺１回戦 対 北大津１－６敗退 

森・西浦  １回戦 対 野洲 １－６敗退 

桂・木村  １回戦 対 八日市南７－５勝利 

      ２回戦 対 近江兄弟社０－６敗退 

 

団体戦   １回戦 対 近江 １－２敗退 

シングルス予選 

 荒木遥奈 １回戦 対大津 ６-４ 勝利 

 荒木遥奈 ２回戦 対守山 ０-６ 敗退 

 林綾音  １回戦 対守山 ０-６ 敗退 

 

ダブルス予選 

荒木・林 １回戦 シード  

荒木・林 ２回戦 対大津 ６-３ 勝利 

荒木・林 ブロック決勝  

対栗東 １－６ 敗退 

 



 

バドミントン部 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦 

出場者の他校は３年生の選手が多く、石部から出場した２年生３人とは実力差がかなりあると予想していた

が、実際はそこまでの実力差は感じられなかった。しかし、久しぶりの公式戦ということもあり、かなりの緊

張感の中戦うことに。競技歴の浅いなか、なんとか自分の実力を出そうとしていた様子に競技者としての成長

が見られた。 

 

団体戦 

男子は競技歴わずか１ヶ月の１年生がエントリーをした。明らかに不利な状況の中でもなんとかもがきなが

らシャトルを返す姿が見られ、チームを鼓舞することができた。２年生は先輩らしいプレーを発揮することが

でき、石部男子チームのスタートとしては上々の試合内容だった。 

女子は、人数不足によるオープン参加として、普段頻繁に練習している玉川高校 Bチームと合同で出場し

た。試合の内容も申し分無く、チームの応援にも力が入った。最後のミーティングでは女子主将の黒川が「今

後お互いにもっと刺激し合えるチームにしていきたい」と語ってくれた。(講評 顧問より) 

 

 

 

バスケットボール部 男子 

１回戦敗退 

石部  ４４－５７ 水口東 

 石部 水口東 

１Q ４ １２ 

２Q ５ １１ 

３Q １２ ２０ 

４Q ２３ １４ 

 

 

前半からシュートが決まらず、終止試合のペースをつかむことができ

なかった。ディフェンスから試合の展開を早めようと試みるも、流れを

変えるには至らず、１回戦敗退となった。次の大会に向けてチームの武

器となるものを作っていきたい。(講評 顧問より) 

 

 

個人戦 

2年 島津正義 １回戦負け 

2年 中川宗太 １回戦負け 

2年 黒川千尋 ２回戦負け 

 

団体戦 

男子 0-5 膳所高校 

女子（オープン参加）4-1 立命館守山高校 

 



バスケットボール部 女子 

２回戦  石部 ７１－４６ 高島 

 石部 水口東 

１Q １９ １２ 

２Q １９  ８ 

３Q １５  ９ 

４Q １８ １７ 

 

公式戦の立ち上がりの悪さが課題であったが、第１Qは石部の攻撃パ

ターンが機能し、インサイドを中心に得点を重ねゲームの主導権を握

る。第２Q以降もインサイドに加え３Pシュートも入りだして、順調に点

差を広げていったが、中心選手のファールが増え、残り時間とファール

の累積をどうしのいでいくかが大きな問題となった。しかし、交代で出場した１、２年生は臆することなくプ

レーし、自分の仕事をしっかりこなしてチームのピンチを救った。終わってみれば大差での勝利となった。 

 

３回戦 石部 33－109 近江兄弟社     

 石部 近江兄弟社 

１Q １０ ３３ 

２Q  ４  ３２ 

３Q  ４  １７ 

４Q １５ ２７ 

 

メイン会場での試合、しかも相手は県下でも有数の強豪校とあって、いつもより少し緊張気味で試合に入

る。ある程度予測はしていたが、プレスの強さ、スピード、プレーの正確さはやはりすごいものがあり、終始

ゲームを支配され、敗戦を喫した。しかし、第１Qの前半や第４Qには練習で積み重ねてきたことが発揮できた

場面もあり、このことは今後、チームの大きな自信になるだろう。 

 今回の大会を通して、トレーニングも含めた日々の練習の大切さ、チーム一丸となって戦うことの意味を改

めて痛感したと思う。この経験をしっかり次の大会で活かして、さらにステップアップして欲しい。 

(講評 顧問より) 

バレーボール部 女子  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１戦は、いかに冷静に、確実にプレーするかが、互いにとって勝利のカギとな

ることは明白だった。１セット目中盤までは力を出し試合をしたものの、終盤から

２セット目にかけて集中力を欠き、冷静さを失ったため敗退した。 

 

予選第３試合          敗者復活戦 

☆甲 西  25 - 17 石 部        ☆石 部 25 – 16  大津商 

25 -  9                        25 – 10 

決勝トーナメント第２試合 

☆ 石 山 25 - 20 石 部 

25 – 12 

 



 

 敗者復活戦１セット目は、先の敗退を引きずり、精彩さに欠ける試合をしたものの、２セット目には、強い

自分をうまくイメージすることができ、危なげなく勝利した。 

 決勝トーナメントではベスト８と対戦。低いレシーブからの速い攻撃が特

徴のチームである。１セット目序盤、相手が波に乗る前に攻める作戦で、１

１－３と大きくリードを広げた。しかし相手エースが前衛に上がり、自エー

スが後衛に下がったところで、連続失点し、逆転を許す。２セット目は息を

吹き返した相手にされるがまま敗退した。 

 ４月から練習などを一新し、３年生は大幅な成長を遂げた姿を見せてくれ

た。これが是非彼女らの自信に繋がって欲しい。ただ、技術や知識の定着に

不安があり、そこが露呈した際には大敗を喫する場面もあった。 

３年生は、秋季総体までチームに残留する。１、２年生共々さらなる練習

を重ね、活躍してくれることに期待する。また、１、２年生は自分がチーム

の中心であることを自覚し、練習に励んでほしい。(講評 顧問より) 

 

 

 

 

 

卓球部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦 

試合開始直後は緊張のためか選手に硬さが見られたが、試合が進

むにつれて徐々に集中力を高めている様子が見られた。悔しい思い

をした選手もいるが、夏の大会は 3年生も含めて出場するため、そ

こでもう一度力を発揮してもらいたい。 

団体戦 

結果として、0-3で敗れたが、いくつかのセットを制しており、

相手に動揺を与えている場面があった。スコア以上に今後の可能性

が感じられる試合であった。アドバイスを与え合いながら、劣勢で

あっても懸命にくらいつこうとする姿が印象的だった。(講評 顧問より) 

 

 

個人戦 

3年 木村光毅   ２回戦敗退 

3年 西田健太   １回戦敗退 

3年 松田成貴   １回戦敗退 

2年 伊東修寿  １回戦敗退 

1年 田原正徳  ２回戦敗退 

1年 上田悠月    １回戦敗退 

 

団体戦（１回戦） 石部 0-3 高島 

 

ダブルス 

  西田健太・伊東修寿 ２回戦敗退 

  松田成貴・木村光毅 ２回戦敗退 

  田原正徳・上田悠月 ２回戦敗退 

 



 

文 化 部  

吹奏楽部 

第５７回滋賀県吹奏楽祭は、賞がつく大会ではない。 

曲目は「花火 ～心もしのに古おもほゆ～ 」と「Hot limit」 

夏に行われるさが総文に向けて石部高校、守山北高校の合同バンドで演奏をした。迫力のある演奏との感想

をいただく一方、課題点も多く見つかった。さが総文に向けて両校ともに協力し、演奏に磨きをかけたい。 

(講評 顧問より) 

 

将棋部 

第５５回全国高等学校将棋選手権大会滋賀大会 

男子２名個人戦に出場したが、予選リーグで敗退した。 

 ２名とも善戦し、予選リーグ突破を確信していたが今一歩詰めが甘く、決勝トーナメントに進出できなかっ 

た。次の大会につながる良い対局ができていたと思う。(講評 顧問より) 

 

 

放送部 

第６６回 NHK杯全国高校放送コンテスト滋賀県大会 

アナウンス部門の予選に３年２名が出場したが、決勝へ進出できなかった。個々の課題を認識できたようなの

で、今後につなげていって欲しいと思う。(講評 顧問より) 


