
平成３０年度 部活動の記録 

生徒指導部 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

【 全国大会出場 】 

１ 陸上     平成３０年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会  

女子砲丸投  予選敗退 

          女子円盤投  予選敗退 

          女子やり投  予選通過 

第１２回Ｕ１８日本陸上競技選手権大会 

 女子やり投  第１位 

          女子砲丸投  予選敗退 

第７３回国民体育大会陸上競技大会 

 女子やり投  第１位 

 

２ なぎなた   平成３０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 ○ － × 南砺福野（富山） 

                       弘前中央 × － ○ 札幌国際（北海道） 

個人試合 予選リーグ敗退 

平成 30年度全国高等学校なぎなた選抜大会 

団体試合 初戦敗退    弘前中央 × － ○ 羽水高校（福井） 

個人試合 ４回戦敗退 

               初戦敗退 

               初戦敗退 

 

３ ソフトボール 平成３０年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 

初戦敗退 弘前中央× ０－１０ ○高松南（香川） 

 

４ 弓道     平成３０年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 

男子団体試合 予選敗退 ２０射中１１中 

          男子個人試合 準決勝敗退 

                 予選敗退 

 

【 東北大会出場 】 

１ 陸上     第７３回東北高等学校陸上競技大会 

   女子砲丸投       ３位 

          女子円盤投       ４位 

          女子やり投       ４位 

          女子走幅跳       ７位 

          男子１００ｍ      準決勝敗退 

男子８００ｍ      予選敗退 

男子４×１００ｍリレー 予選敗退 

第４５回東北総合体育大会陸上競技選手権大会 



 女子砲丸投  予選敗退 

          女子円盤投  予選敗退 

          女子やり投  棄権 

女子走幅跳  予選敗退 

第２３回東北高等学校新人陸上競技選手権大会 

 女子走幅跳  １位 

          男子８００ｍ 予選敗退 

 

２ なぎなた   第２０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 × － ○ 釜石商工（岩手） 

                       弘前中央 × － ○ 大曲農業（秋田） 

個人試合 予選リーグ敗退 

               予選リーグ敗退 

          演技競技 予選敗退 

 

３ ソフトボール 第４９回東北高等学校ソフトボール選手権大会 

初戦敗退    弘前中央× ２－４ ○明桜（秋田） 

          交流試合    弘前中央× １－２ ○利府（宮城） 

 

４ 弓道     第４８回東北高等学校弓道選手権大会 

男子団体試合 予選敗退 ４０射中１９中 

          男子個人試合 予選敗退 

                 予選敗退 

          女子団体試合 予選敗退 ４０射中１５中 

 

５ 卓球     第７２回東北高等学校卓球選手権大会 

          男子シングルス 初戦敗退 ２－３ 

          女子シングルス 初戦敗退 １－３ 

女子ダブルス  １回戦  ３－０ 

          ２回戦  ０－３ 

 

６ 柔道     第４１回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会   

          女子個人試合  初戦敗退 

 

【 運動部（県内大会）】  

弘前中央高校   第７１回青森県高等学校総合体育大会友情杯獲得 ３１年ぶり２回目 

 

１ なぎなた   第２９回青森県高等学校春季大会なぎなた競技会 

団体試合     １位  

個人試合女子   １位 

                   ３位  

演技競技     ２位 



第７１回青森県高等学校総合体育大会なぎなた競技 

団体試合     １位 

個人試合女子   １位 

      ３位 

演技競技     ３位 

第３８回 青森県なぎなた選手権大会 

演技競技(応じ)  １位 

演技競技(しかけ) ２位 

演技競技(応じ)  ２位 

演技競技(しかけ) ３位 

演技競技(応じ)  ３位 

試合競技     ２位 

試合競技     ３位 

第３１回青森県高等学校新人戦なぎなた競技会 

団体試合     １位 

演技競技     １位 

演技競技     ３位 

個人試合     １位 

個人試合     ２位 

個人試合     ３位 

 

２ ソフトボール 青森県高等学校ソフトボール春季大会              ３位 

第７１回青森県高等学校総合体育大会ソフトボール競技      １位 

 

３ 卓球     第１８回青森県春季高等学校卓球選手権大会   

男子学校対抗    ５位  

女子学校対抗    ５位  

第７１回青森県高等学校総合体育大会卓球競技 

 男子学校対抗    ５位  

  女子学校対抗    ５位  

女子ダブルス    ５位  

男子シングルス   ベスト１６  

女子シングルス   ベスト１６ 

 

４ 陸上競技   北日本陸上競技選手権大会 

         女子円盤投     １位 

女子やり投     １位 

県春季陸上競技選手権大会 

女子円盤投     １位 

女子砲丸投     １位 

男子１００ｍ    ５位 

男子２００ｍ    ５位 



男子８００ｍ    ８位 

女子２０００ｍ障害 ６位 

第７１回青森県高等学校総合体育大会陸上競技 

女子やり投     １位 

女子砲丸投     １位 

女子円盤投     １位 

女子走幅跳     ３位 

女子フィールド   ２位  

男子１００ｍ    ６位 

男子８００ｍ    ６位 

男子４×１００ｍＲ ６位 

第４３回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

女子走幅跳     １位 

男子８００ｍ    ２位 

男子１１０ｍＨ   ５位 

 

５ 弓道     第７１回青森県高等学校総合体育大会弓道競技  

男子団体      １位 

男子団体      技能優秀賞 

女子団体      ２位 

男子個人      １位 

                    ２位 

第１８回東日本高等学校弓道大会青森県最終予選会 

 男子団体 ５位 

 

６ バレーボール 青森県高等学校春季バレーボール選手権大会          ベスト８ 

         第７１回青森県高等学校総合体育大会バレーボール競技     ベスト８ 

 

７ 体操     第７１回青森県高等学校総合体育大会新体操競技 女子団体     ６位 

 

８ 水泳     第７１回青森県高等学校総合体育大会水泳競技 

男子４×１００ｍフリーリレー ８位  

男子４×２００ｍフリーリレー ６位 

女子総合           ６位 

男子２００ｍ自由形      ６位 

男子５０ｍバタフライ     ２位 

女子１００ｍ自由形      ５位 

女子２００ｍ個人メドレー   ５位 

女子４００ｍ個人メドレー   ４位 

女子２００ｍ個人メドレー   ４位 

女子４００ｍ個人メドレー   ３位 

第５８回青森県高等学校新人選手権水泳競技大会 



男子総合           ８位 

男子４×２００ｍフリーリレー ６位 

男子４×１００ｍフリーリレー ７位 

男子４×１００ｍメドレーリレー８位 

女子２００ｍ個人メドレー   ３位 

女子４００ｍ個人メドレーリレー３位 

男子４００ｍ自由形      ５位 

男子４００ｍ自由形      ６位 

男子２００ｍ背泳ぎ      ７位 

男子１００ｍ背泳ぎ      ８位 

男子２００ｍ自由形      ８位 

 

９ 硬式テニス  平成３０年度ダンロップカップ青森県夏季ジュニアテニス選手権大会 

男子個人       ３位 

平成３０年度ヨネックスカップ青森県秋季ジュニアテニス選手権大会 

女子シングルス    ３位 

平成３０年度青森県高校新人テニス大会 

男子ダブルス     ３位 

 

10 柔道     平成３０年度青森県高等学校新人柔道大会 

女子５２kg級     ２位 

 

【 学芸部 】 

１ 放送     青森県高校放送コンテスト        ラジオドラマ部門   ４位 

第３９回青森県高等学校総合文化祭放送部門大会   朗読    ８位 

９位 

２ 音楽     第２７回アンサンブルコンテスト青森県大会           金賞 

平成３０年度全日本合唱コンクール青森県大会        銀賞 

 

３ 吹奏楽   第６０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６０回青森県大会  高等学校の部   銀賞 

平成３０年度アンサンブルコンテスト弘前地区大会        金賞 

 

４ 演劇     第３９回青森県高等学校総合文化祭演劇部門          優秀賞 

 

５ 箏曲     第３９回青森県高等学校総合文化祭日本音楽部門        優秀賞 

 

 


