
生徒指導部 

令和３年度 部活動の記録 

令和３年４月２日～７月１１日 

１.サッカー 

【県高校総体】 

弘前中央 対 八戸聖ウルスラ ＝ １０対０ 

弘前中央 対 青森北     ＝  ０対３ ２回戦敗退 

 

２.硬式テニス 

【県春季選手権】 

男子シングルス 優勝、３位  

男子ダブルス  優勝  

【県高校総体】 

男子 団体   優勝（２大会連続３回目） ※北信越インターハイ（長野県松本市）出場 

男子シングルス 優勝 ※インターハイ出場 

男子ダブルス  優勝 ※インターハイ出場 

 

３.ソフトボール 

【県高校総体】 

弘前中央 対 聖愛学院 ＝ ０－１０（４回コールド）２回戦敗退 

 

４.バスケットボール 

【県高校総体】 

男子 

弘前中央 対 明の星  ＝ １０８－７２ 

弘前中央 対 弘前工  ＝  ７０－７９ ２回戦敗退 

女子 

弘前中央 対 五農林  ＝ ７９－６７ 

弘前中央 対 百石   ＝ ８４－２８ 

弘前中央 対 柴田学園 ＝ ３３－１０８ 準々決勝敗退 ベスト１６ 

 

５.硬式野球 

【県春季大会】 ※１６年ぶりの県大会出場 

弘前中央 対 三沢商業 ＝ ４－５ １回戦敗退 

 

６.剣道 

【県高校総体】 

男子団体 

弘前中央 対 青森西  ＝ ０－５ 

弘前中央 対 弘前   ＝ １－３ リーグ戦 １回戦敗退 

男子・女子 個人 出場 

 

 



７.弓道 

【県春季大会】 

女子 団体  ２位 

【県高校総体】 

女子 団体  優勝（８０射中４７中）３３大会ぶり３度目 

 ※北信越インターハイ（新潟県上越市）出場 

   技能優秀校  弘前中央高校 

    個人  ４位 

男子 団体  １・２回戦通過 

        準決勝敗退 

 

８.陸上 

【県高校総体】  

男子４×１００ｍＲ ２位 ※東北大会（北上）出場 

男子八種競技    ４位 ※東北大会（北上）出場 

女子三段跳        ５位  

男子４×４００ｍＲ ６位 ※東北大会（北上）出場 

男子三段跳     ６位 ※東北大会（北上）出場 

女子走幅跳        ６位 ※東北大会（北上）出場 

 

９.バレーボールボール 

【県高校総体】 

女子 

弘前中央 対 鰺ヶ沢・中里・金木合同  ＝ ２－０ 

弘前中央 対 青森北          ＝ ０－２ 準々決勝敗退 ベスト１６ 

 

10.なぎなた 

【県高校総体】 

女子 団体 優勝（８大会連続１３回目） ※北信越インターハイ（石川県白山市）出場 

演技競技 優勝、２位、４位 

個人試合 優勝、３位、４位 

 

11.ソフトテニス 

【県高校総体】 

女子団体 弘前中央 対 八戸東  ＝ ２－１ 

弘前中央 対 三沢   ＝ ０－２ ２回戦敗退 

女子個人 ４回戦進出 

 

12.卓球 

【県高校総体】 

男子 団体 弘前中央 対 弘前実業  ＝ １－３ 準々決勝敗退 

男子 ダブルス ５位 阿保・山崎ペア ※東北大会出場の権利を得るも、東北大会中止 

女子 団体   弘前中央 対 弘前実業  ＝ ２－３ ３回戦敗退 



13.バドミントン 

【県高校総体】 

男子団体 弘前中央 対 八戸北  ＝ ３－０ 

弘前中央 対 浪岡   ＝ ０－３ ３回戦敗退  

女子団体 弘前中央 対 黒石商  ＝ ３－０ 

弘前中央 対 浪岡   ＝ ０－３ ３回戦敗退 

男女   ダブルス・シングルス出場 

  

14.放送 

【青森県高等学校放送コンテスト】 

ラジオドキュメント部門 ３位 ※全国大会出場 

テレビドキュメント部門 ６位 

アナウンス部門     入賞 

 

15.自然科学 

【青森県高等学校総合文化祭】 

自然科学部門 研究発表部門 ※全国大会出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年７月１２日～令和４年３月３１日 

１.サッカー  

【第１００回全国高等学校サッカー選手権青森県大会】     

男子 第３位 ※弘前中央高校としては、初のベスト４進出    

   

２.なぎなた  

【第３８回青森県なぎなた選手権大会】     

団体試合 １位 弘前中央高校 Bチーム    

    ２位 弘前中央高校 Aチーム    

    ３位 弘前中央高校 Cチーム    

演技競技少年女子の部  

１位、２位、３位 

試合競技少年女子の部  

１位、２位、３位 

       

３.硬式テニス  

【青森県高校新人テニス大会】     

男子団体７人制 ３位 ※東北大会に出場（福島県） 

女子団体７人制 ２位  

       

４.陸上球技 

【第４６回 青森県高等学校新人陸上競技大会】     

男子８種競技  ２位 

男子４×１００ｍR  ６位 

男子円盤投      ６位 

女子走幅跳   ２位 

女子三段跳    ３位 

 ※上記４位以上の入賞者は東北大会出場の権利を得るも東北大会中止 

【第７０回 青森県秋季陸上競技選手権大会】     

男子ジュニア円盤投  ７位 

 女子走幅跳  ２位 

 女子三段跳  ８位 

 女子１００ｍＨ ８位 

 女子４００ｍＨ ８位 

       

５.卓球  

【令和３年度 県高校新人卓球競技会】     

学校対抗 ５位  

       

６.新聞委員会 

【第４２回青森県高等学校総合文化祭 新聞部門】     

優良賞 ※各クラスの新聞委員で作成  

   



７.弓道部  

【令和３年度 中弘南黒地区高等学校弓道大会】     

 男子団体 ２位 

 男子個人 ２位 

 女子個人 ２位 

       

８.自然科学  

【東京理科大学坊っちゃん科学賞論文コンクール】     

 入賞 ３名 

 佳作 ２名 

【第１９回 東京家政大学 生活をテーマとする作品コンクール】     

 入賞 ２名 

【第６５回 日本学生科学賞 青森県予選】     

 最優秀賞 

 

９.国語科  

【第 28回増田手古奈記念大鰐俳句大会】     

 高校生の部 手古奈賞 １名 

 高校生の部 優秀賞     ３名  

       

10.放送部  

【令和３年度青森県高等学校放送コンテスト弘前地区秋季大会】     

 朗読部門  ３位 

 アナウンス部門 ２位 

 

11.書道部  

【第４２回青森県高等学校総合文化祭書道部門】     

 優秀賞  ２名 

【第１９回青森県高校生選抜書道展】     

 準大賞  ３名 

    奨励賞  １名 

【第５８回全国学生書道展】     

 漢字部門 奨励賞 １名 

 

12.吹奏楽部  

【令和３年度アンサンブルコンテスト弘前地区大会】     

 木管七重奏 銀賞  

 金打八重奏 銀賞 


