
令和元年度部活動等成績 （令和２年度 学校紹介用） 

【運動部】 

◆全国高等学校総合体育大会 

女子バレーボール  ベスト８（優秀選手 ２名） 

レスリング  団体・個人出場 

   男子バドミントン 団体・個人出場 

女子陸上  棒高跳 第６位 

   男子体操  個人出場 

   女子体操  個人出場 

男子ソフトテニス 個人出場  

◆東北高校選手権大会 

女子陸上  棒高跳 第1位 

男子陸上  個人出場 

レスリング 団体出場  個人 ６５㎏級 第３位 

   女子バレーボール   ベスト８ 

   男子バドミントン  団体・個人出場 

   女子バドミントン  個人出場 

女子バスケットボール  出場 

   男子体操  団体・個人出場 

   女子体操  団体出場 

女子剣道  団体 ベスト８ 個人出場 

   男子ソフトテニス  個人 第３位 

   女子ソフトテニス  個人出場 

男子卓球  個人出場 

◆山形県高校総体（１位～３位） 

レスリング  団体 第１位 

個人 第１位 ５１㎏級・５５㎏級・６５㎏級・７１㎏級・９２㎏級  

     第２位 ６０㎏級・６５㎏級・８０㎏級・１２５㎏級  

第３位 ５５㎏級・６０㎏級（２名）・８０㎏級  

女子バレーボール  第１位 

男子バドミントン  団体 第１位 

          個人 シングルス 第３位  

              ダブルス 第２位・第３位  

女子バスケットボール  第２位 

男子体操  団体総合  第２位 

      個人総合  第３位 

     （個人種目） 平行棒  第１位・ 第３位 

ゆ か  第１位 

鉄 棒  第２位   

            跳 馬  第２位・第３位 

            つり輪  第３位 

女子体操  団体総合  第２位 

女子剣道  団体 第３位 

個人 第３位（２名） 

男子ソフトテニス  個人 第３位 

男子陸上  個人   棒高跳 第２位 

ハンマー投 第２位 



女子陸上  学校対抗 女子総合 第３位 

女子フィールド 第１位 

個人   棒高跳 第１位・第２位・第３位 

      やり投 第１位 

ハンマー投 第２位 

           円盤投 第３位 

        ５０００ｍＷ 第３位 

◆村山地区高等学校総合体育大会（１位のみ） 

  男子体操 団体総合 第１位 

       個人総合 第１位 

 個人種目 ３種目 第１位（ゆか・つり輪・平行棒）   

 ２種目 第１位（あん馬・跳馬）   

１種目 第１位（鉄 棒） 

  女子体操 団体総合 第１位 

       個人総合 第１位  

 個人種目 ２種目 第１位（平均台・ゆか） 

１種目 第１位（段違い平行棒） 

１種目 第１位（跳 馬） 

女子バスケットボール 第１位 

  女子バレーボール  第１位 

男子バドミントン  団体 第１位 

   個人 ダブルス 第１位 

女子陸上  個人 棒高跳 第１位  

やり投 第１位  

  男子陸上  個人 やり投 第１位  

◆国民体育大会 

  レスリング  少年男子フリースタイル  ８０㎏級 第３位 

                     １２５㎏級 第５位 

  女子陸上   棒高跳 出場 

◆東北総合体育大会（ミニ国体） 

  レスリング   少年フリースタイル 団体 第２位 

                    個人 第１位 ８０㎏級・１２５㎏級 

                       第３位 ５１㎏級 

少年グレコローマンスタイル 団体 第１位 

                    個人 第１位 ７１㎏級   

                       第２位 ６５㎏級 

女子バレーボール  山形県選抜チームとして出場 

女子剣道   山形県選抜 第５位 （３名 選抜チームとして出場） 

  女子陸上    棒高跳  第１位 

        ５０００ｍＷ 第６位 

◆国民体育大会山形県予選 

  男子体操   団体 第２位 

        種目別  平行棒 第２位・ゆ か 第２位 

  女子体操   団体 第２位 

女子剣道   団体  山形県選抜 第１位（２名 選抜チームとして出場） 

レスリング  第１位 ５１ｋｇ級・６５ｋｇ級・７１ｋｇ級・８０ｋｇ級・１２５ｋｇ級 

第２位 ６０ｋｇ級・６５ｋｇ級・７１ｋｇ級 

第３位 ５５ｋｇ級・６０ｋｇ級・７１ｋｇ級・８０ｋｇ級・１２５ｋｇ級 

 



男子バドミントン  個人 シングルス 第１位 

         ダブルス 第２位 

男子ソフトテニス  個人 第３位 

女子ソフトテニス  個人 第３位 

男子陸上  （少年男子Ａハンマー投）第１位 

（少年男子Ａ棒高跳）  第２位 

女子陸上  （少年女子共通やり投） 第２位 

（少年女子共通円盤投） 第３位 

 ◆国民体育大会山形地区予選会 

   ソフトテニス  少年男子 個人 第１位 

◆東北高等学校新人大会 

レスリング  団体 第３位 

個人 第１位 ８０ｋｇ級 

   第２位 ８０ｋｇ級 

   第３位 ６０ｋｇ級・６５ｋｇ級 

女子バレーボール  ベスト８ 

女子バスケットボール 出場 

女子剣道   団体出場 

女子陸上   棒高跳  第２位・第６位 

        ハンマー投  第４位 

         ８００ｍ  第４位 

          やり投  第６位 

       ５０００ｍＷ  第６位 

   男子体操   団体 出場 

   女子体操   団体 出場 

  ◆県高等学校新人大会 

レスリング 団体 第１位  

個人 第１位  ５５㎏級・６０㎏級・６５㎏級・７１㎏級 

８０㎏級・９２㎏級・１２５㎏級 

第２位  ５５㎏級・８０㎏級 

女子バレーボール  第２位 

女子バスケットボール   第２位 

男子体操  団体総合 第２位 

個人総合 第３位 

種目別 ゆ か・平行棒・つり輪 第２位 

鉄 棒 第３位  

   女子体操  団体総合 第２位 

女子剣道  団体 第３位 

   個人 第３位 

   サッカー  第３位 

ソフトボール  第３位 

女子陸上  ５０００ｍＷ  第１位 

        やり投   第１位 

        棒高跳   第１位・第２位・第３位 

       ハンマー投  第１位・第３位 

        ８００ｍ  第３位 

男子陸上   棒高跳   第３位 

やり投   第３位 

 



◆村山地区高等学校新人大会（１位のみ） 

  女子バスケットボール   第１位 

男子体操  団体総合 第１位 

個人総合 第１位 

       種目別 ４種目 第１位（ゆか・つり輪・跳馬・鉄棒） 

           ２種目 第１位（あん馬・平行棒） 

女子体操  団体総合 第１位 

個人総合 第１位 

       種目別 ３種目 第１位（段違い平行棒・平均台・ゆか） 

           １種目 第１位（跳馬） 

男子陸上   やり投   第１位 

  女子陸上   ８００ｍ  第１位 

        ５０００ｍＷ 第１位 

         棒高跳   第１位 

         やり投   第１位 

◆その他大会 

レスリング部 

・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１９年全日本ジュニアレスリング選手権大会 出場 

・第３５回全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会  出場 

・令和元年度JOC杯全国予選北海道・東北ブロック大会 

  ≪カデットの部≫    第１位 ８０㎏級 

第２位 ９２㎏級 

第３位 ５５㎏級・８０㎏級 

    ≪ジュニアの部≫  フリースタイル  第１位 ６１㎏級 

                 第２位 ６５㎏級・７４㎏級 

グレコローマンスタイル 第１位 １３０㎏級 

・第３２回都市交流親善レスリング大会   団体 ３位決定戦敗退 

女子バレーボール部 

  ・第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会  出場 

・第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会山形県代表決定戦   第１位  

女子バスケットボール部 

・第７０回藤井高野杯山形県高等学校バスケットボール選手権大会   第１位 

・山形県高等学校バスケットボール選抜優勝大会   第２位 

陸上部 

  ・Ｕ２０日本陸上競技選手権大会   女子棒高跳  出場 

  ・２０２０日本室内陸上競技大会   女子棒高跳  出場 

・山形県陸上競技選手権大会 

（女子）  棒高跳  第１位・第２位・第３位 

      ５０００ｍＷ 第２位 

ハンマー投 第３位 

        やり投  第３位 

ソフトテニス部 

・東北高等学校春季ソフトテニス選手権大会 男女とも出場 

・第８５回新潟・山形・秋田三県下高等学校ソフトテニス選手権大会 

     （女子個人） 第３位 ２ペア 

     （男子個人） 第１位・第３位 

・第２４回高校女子選抜ソフトテニス大会（ミズノカップ） 女子団体 第１位 

   ・山形県高等学校インドアソフトテニス選手権大会   男子団体 第３位 

   ・山形地区高等学校インドア選手権大会   高校男子 個人 第１位 



剣道部 

・第１１回都道府県対抗女子剣道優勝大会 

            １名 出場（山形県チーム先鋒） 

・第３２回山形県女子剣道選手権大会  個人  第３位 

   ・第６７回山形県剣道大会    女子団体  第３位 

   ・第６８回全日本都道府県対抗剣道優勝大会山形県予選会 

             女子  先鋒の部  第１位 

バドミントン部 

・JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアバドミントン選手権大会山形県予選会 

     （男子）個人 ダブルス  第２位 

・第５９回山形県高等学校春季バドミントン選手権大会 

     （男子）個人 ダブルス  第２位・第３位 

            シングルス 第３位 

   ・第１２回山形県あすなろバドミントン大会 

     （男子）個人 ダブルス  第２位 

サッカー部 

  ・高円宮杯JAFU-18サッカーリーグ２０１９ 山形Y2Bリーグ    得点王 

卓球部 

   ・第８回山形県卓球選手権大会     男子団体 第３位 

女子団体 第３位 

硬式野球部 

    ・第１００回全国高等学校野球選手権山形大会    二回戦敗退 

・第６６回春季東北地区高等学校野球山形県大会   三回戦敗退 

    ・春季東北地区高等学校野球大会村山地区予選会 ⇒ 二次予選 県大会出場権獲得 

    ・第７２回秋季東北地区高等学校野球山形県大会   二回戦敗退 

    ・秋季東北地区高等学校野球大会村山地区予選会 ⇒ 三次予選 県大会出場権獲得 

【文化部】 

産業調査部 

  ・第２７回全国高等学校生徒商業研究発表大会   優良賞 

  ・第２３回東北六県高等学校生徒商業研究発表大会   最優秀賞 

・山形県高等学校生徒研究発表大会   最優秀賞  

コンピューター部 

・第３１回全国高等学校情報処理競技大会  個人 ２名出場 

・第３２回全国高等学校情報処理競技大会山形県大会  団体 第２位 

個人 第２位（全国大会） 

第５位（全国大会） 

タイピング部 

・第６６回全国高等学校ワープロ競技大会   団体・個人 出場 

・第５７回東北六県高等学校ワープロ競技大会  団体 第５位  個人 第４位  

・第５７回山形県高等学校ワープロ競技大会     団体の部 第１位 

                          個人の部 第１位・第２位・第３位 

正確賞（２名） 

・２０１９年度山形県高等学校ワープロ選抜競技大会   団体 第１位 

・第４８回山形県高等学校新人ワープロ競技大会   団体 第１位 

     個人 第１位・第３位 

簿記部 

・第３５回全国高等学校簿記コンクール  団体 出場 

・第３５回全国高等学校簿記コンクール山形県大会   団体の部 第２位 

                           個人の部 第１位 



珠算部 

・第４６回東北六県高等学校珠算・電卓競技大会 

    団体 出場  

種目別 珠算競技の部  伝票算 第１位 

                読上算 第２位 

・第４６回東北六県高等学校珠算・電卓競技大会山形県予選会 

     団体競技  第１位  

個人総合  第１位・第２位・第３位 

（種目別） 伝票算  第１位・第２位  

読上算  第１位・第２位・第３位 

読上暗算 第１位・第２位・第３位 

応用計算 第１位・第２位・第３位 

・第６６回全国高等学校珠算・電卓競技大会  

 団体 出場 

個人 種目別競技 珠算競技の部 「読上算」  佳良 

・第６６回全国高等学校珠算・電卓競技大会山形県予選会 

珠算競技の部 団体競技 第１位 

      個人総合 第１位・第２位・第３位 

（種目別）伝票算  第１位・第２位 

読上算  第１位・第３位 

読上暗算 第１位・第２位 

応用計算 第１位・第２位 

   ・２０１９年全国そろばんコンクール    金賞・銀賞 

・２０１９年度全国そろばんコンクール天童大会  高校生の部  優勝 

英語部 

・第３６回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト山形県大会 

       スピーチ部門  第２位 

  レシテーション部門  第２位 

家庭部 

・山形県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 

    学校家庭クラブの部 優秀賞  「缶詰革命 ～ Can do め anything ～」 

    プロジェクターの部 優秀賞  「Let’s change my friend～ぷーにを救え～」 

美術部 

・令和元年度明るい選挙啓発ポスター作品募集（第７１回）    

文部科学大臣・総務大臣賞 

・第６７回山形県高等学校美術展    努力賞 

書道部 

・第２６回山形県民ふれあい書道展 

       個人 山形県民ふれあい書道展賞（３名）  

 吹奏楽部 

   ・村山地区吹奏楽連盟演奏会兼全日本吹奏楽コンクール村山地区大会   優秀賞 

   ・全日本吹奏楽コンクール山形県大会   銅賞    

   ・第４６回アンサンブルコンテスト村山地区大会    

マリンバ三重奏・木琴四重奏   銀賞 

金管八重奏   銅賞 


