
平成２９年度　部活動の記録

《　全国大会出場　》

1 なぎなた ＜平成29年度全国高等学校総合体育大会なぎなた競技大会＞

団体試合　予選リーグ敗退　　　　弘前中央　×　－　○　羽咋（石川県）

弘前中央　×　－　○　川辺（鹿児島県）

演技試合　予選リーグ　敗退

個人試合　予選リーグ　敗退

＜平成29年度全国高等学校なぎなた選抜大会＞
団体試合　１回戦　敗退 弘前中央　×　－　○　清教学園（大阪）

個人試合　２回戦　敗退

2 テニス ＜平成29年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会＞

男子団体　１回戦敗退 宮崎大宮（宮崎県）3　－　0　弘前中央

3 陸上 ＜平成29年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会＞

やり投げ　　予選敗退

《　東北大会出場　》

1 なぎなた　 ＜第19回東北高等学校なぎなた選手権大会＞

団体試合　　予選リーグ敗退

弘前中央 × － ○ 大曲（秋田県）

弘前中央 × － ○ 会津学鳳（福島県）

演技競技　　予選リーグ敗退

個人試合　　予選リーグ敗退

＜第16回東北高等学校なぎなた錬成大会＞

団体試合　　予選リーグ敗退

弘前中央 × － ○ 山形西（山形県）

弘前中央 × － ○ 大曲農業（秋田県）

演技競技 予選リーグ３位（敗退）

＜第15回東北高等学校なぎなた選抜大会＞

団体試合　予選リーグ

弘前中央 × － ○ 葵高校（福島県）

決勝トーナメント

弘前中央 × － ○ 天童高校（山形県）

2 テニス ＜第58回東北高等学校テニス選手権大会＞

男子団体　　　　1回戦敗退　 弘前中央　1　－　2　宮城聖和学園（宮城）

男子ダブルス　　1回戦敗退

男子シングルス　1回戦敗退

3 陸上 ＜第72回東北高等学校陸上競技大会＞

女子やり投げ　　2位　　 

女子砲丸投げ　予選敗退　

女子円盤投げ　予選敗退　

男子800ｍ　　 予選敗退　

男子砲丸投げ　予選敗退

男子やり投げ　予選敗退

＜第44回東北総合体育大会陸上競技＞

女子やり投げ　　8位　　 

男子砲丸投げ　予選敗退

生徒指導部

(平成29年4月1日～平成30年3月31日）



＜第22回東北高等学校新人陸上競技選手権大会＞

女子やり投げ　　1位

女子砲丸投げ　　2位

女子走幅跳び　予選敗退

男子100m　　　予選敗退

4 ソフトボール ＜第48回女子東北高等学校ソフトボール選手権大会＞

１回戦　　　　弘前中央　0　－　4　東北生活文化大学附属高校（宮城県）

敗者戦　　　　弘前中央　3　－　0　由利（秋田県）

5 弓道 ＜第47回東北高等学校弓道選手権大会＞ 女子団体予選敗退

6 卓球 ＜第71回東北高等学校卓球選手権大会＞

女子ダブルス　　２回戦敗退

女子シングルス　１回戦敗退

7 水泳 ＜第65回東北高等学校選手権水泳競技大会＞

女子200ｍ個人メドレー 予選敗退　　

女子400ｍ個人メドレー 予選敗退

8 演劇 ＜第50回東北地区高等学校演劇発表会＞ 優良賞

《　運動部（県内大会）　》

1 なぎなた ＜第28回青森県高等学校春季大会なぎなた競技会＞

団体試合 2位

個人試合 1位、2位

演技競技 1位、3位

団体試合 1位

個人試合 1位、3位

演技競技 1位、3位

＜第30回青森県高等学校新人戦なぎなた競技会＞

女子団体 1位

女子個人 1位、2位

2 テニス ＜平成29年度県下高校春季テニス選手権大会＞

男子ダブルス 3位

＜平成29年度青森県ジュニアテニス選手権大会　兼　東北ジュニア選手権青森県予選会＞

18歳以下男子シングルス 3位

＜第70回青森県高等学校総合体育大会テニス競技＞

男子団体 1位

男子ダブルス 2位

男子シングルス 3位

3 陸上 ＜北日本陸上競技選手権大会＞

1位

1位

＜平成29年度青森県春季陸上競技選手権大会＞

1位

2位

4位

6位

3位

1位

1位

1位

女子5000ｍＷ

＜第70回青森県高等学校総合体育大会陸上競技大会＞

女子やり投げ

女子フィールド

女子円盤投げ　

女子砲丸投げ　

男子砲丸投げ

＜第７０回青森県高等学校総合体育大会なぎなた競技会＞

一般高校女子　やり投げ　

一般高校女子　円盤投げ　

女子砲丸投げ

女子円盤投げ



4位

5位

男子混成 5位

男子800m 6位

3位

1位

1位

4位

男子100ｍ 4位

男子800m 5位

＜第66回青森県秋季陸上競技選手権大会＞
女子円盤投 1位

4 ソフトボール ＜平成29年度青森県高等学校ソフトボール春季大会＞　　　　 3位

＜第70回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技＞　　 2位

5 弓道 ＜平成29年度春季県下高等学校弓道大会＞　　　
男子個人 技能優秀賞

女子団体 2位

技能優秀賞

女子個人 1位

女子団体 3位

女子団体 3位

女子個人 3位

女子個人 技能優秀賞

6 卓球 ＜青森県春季高等学校卓球選手権大会中南地区予選会＞

女子シングルス 1位

＜第17回青森県春季高等学校卓球選手権大会＞

女子学校対抗 3位

＜青森県高校総体卓球競技大会中南地区予選会＞

女子ダブルス 1位

女子学校対抗 3位

女子ダブルス ベスト８

女子シングルス ベスト16

＜平成29年度中南地区高校卓球新人選手権大会＞

女子学校対抗 1位

女子シングルス　　　　　 1位

＜第70回松井杯県下硬式卓球大会＞

女子シングルス １位

＜平成２９年度県高校卓球新人選手権大会

女子学校対抗 ３位

男子学校対抗 ５位

7 水泳

男子200ｍ背泳ぎ 8位

女子200ｍ個人メドレー 6位、8位

女子400ｍ個人メドレー 4位、6位

＜第70回青森県高等学校選手権水泳競技大会＞

女子200ｍ個人メドレー 4位、6位

女子400ｍ個人メドレー 5位

＜第57回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会

女子総合 5位

女子200m個人メドレー 3位、4位

＜第70回青森県高等学校総合体育大会卓球競技会＞

女子砲丸投げ

女子走り幅跳び

＜中弘南黒地区高等学校弓道大会＞

＜県下高等学校弓道遠的大会＞

＜第70回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会＞

＜平成２９年度秋季県下高等学校弓道大会＞

男子砲丸投げ

＜第70回青森県高等学校総合体育大会弓道競技＞

女子フィールド

女子やり投げ

＜第42回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会＞

男子やり投げ



女子400m個人メドレー 3位、4位

女子50m自由形 4位

女子100m自由形 8位

男子200m背泳ぎ 8位

8 体操 ＜第70回青森県高等学校総合体育大会体操競技・新体操選手権大会＞

団体総合 6位

9 ソフトテニス ＜津軽地区高等学校ソフトテニス秋季選手権大会＞

女子団体 1位

女子個人 1位

＜第19回ルーセントカップ＞

女子団体 1位

女子個人 1位

＜第53回青森県高等学校ソフトテニスインドア大会＞

女子団体 ３位

10 バドミントン ＜第47回弘前地区春季高等学校バドミントン選手権大会＞

男子シングルス 1位

11 柔道 ＜平成２９年度県下高等学校新人柔道大会＞

男子個人90kg級 ２位

《　学芸部　》

1 演劇 ＜青森県高等学校文化連盟演劇部中南・西北支部演劇合同発表会＞
最優秀賞

＜平成２９年度青森県高校総合文化祭＞
演劇部門 最優秀賞

2 吹奏楽 ＜第59回青森県吹奏楽コンクール弘前地区大会＞ 金賞

＜全日本吹奏楽コンクール第59回青森県大会＞ 金賞

＜平成29年度青森県アンサンブルコンテスト弘前地区大会＞

クラリネット四重奏 金賞

フルート五重奏 金賞

＜全日本アンサンブルコンテスト第42回青森県大会＞

クラリネット四重奏 銀賞

フルート五重奏 銅賞

＜第13回青森県管楽器ソロコンテスト＞

フルート 金賞

トロンボーン 金賞


