
生徒指導部 

令和４年度 部活動の記録 

令和４年４月１日～７月２１日 

１.サッカー 

【県高校総体】 

弘前中央 対 弘前    ＝  ７対０ 

弘前中央 対 青森北   ＝  ２対０ 

弘前中央 対 野辺地西  ＝  ０対３ ※ベスト８ 

２.テニス 

【県春季選手権】 

男子シングルス ベスト１６ ２名 

男子ダブルス  ベスト１６ 

女子シングルス ベスト８  １名 

        ベスト１６ １名 

女子ダブルス  第３位   １名 

        ベスト８  １名 

【県高校総体】 

男子 団体   第３位 

男子シングルス ベスト１６ ２名 

 女子 団体   第３位 

 女子シングルス 第３位   １名 ※東北大会出場 

         ベスト８  １名 

 女子ダブルス  第３位 

         ベスト８ 

【東北大会】 

 女子シングルス 初戦敗退 

【ダンロップカップ青森県ジュニアテニス選手権大会】 

 女子シングルス 第３位 

３.ソフトボール 

【県春季大会】 

 弘前中央 対 三本木・三沢商業 ＝ ５対１ 

 弘前中央 対 柴田学園     ＝ ０対４  

【県高校総体】 

弘前中央 対 八戸西      ＝２４対０ 

 弘前中央 対 ウルスラ     ＝ ６対５ 

 弘前中央 対 三沢       ＝ ６対５ 

 弘前中央 対 柴田学園     ＝ １対５ 第２位 ※東北大会出場 

【東北大会】 

 弘前中央 対 白川旭      ＝ ５対１０ 

 弘前中央 対 秋田北      ＝ ０対６ 

４.バスケットボール 

【県高校総体】 

『男子』 

弘前中央 対 三本木      ＝ ７５対５８ 



弘前中央 対 明の星      ＝１２９対３３ 

弘前中央 対 青森商業     ＝ ９９対６０ 

弘前中央 対 弘前実業     ＝ ６２対６７ ベスト８ 

『女子』 

弘前中央 対 百石       ＝ ８５対３３ 

弘前中央 対 大湊       ＝ ７４対３７ 

弘前中央 対 青森西      ＝ ６９対６５ 

弘前中央 対 聖愛       ＝ ６９体９４ ベスト８ 

５.硬式野球 

【春季地区予選大会】  

弘前中央 対 聖愛       ＝ １対３  

【甲子園予選大会】 

 弘前中央 対 弘前 （１回戦） ＝ １対３ 

６.剣道 

【県春季選手権】 

男子団体 

 弘前中央 対 三本木  ＝ １勝２敗２分 

 弘前中央 対 青森山田 ＝ １勝３敗１分 予選リーグ敗退 

 男子・女子 個人 出場 

【県高校総体】 

男子団体 

 弘前中央 対 青森山田 ＝ １勝４敗 

 弘前中央 対 むつ工業 ＝ ４勝１敗 予選リーグ敗退 

 男子・女子 個人 出場 

７.弓道 

【県春季大会】 

男子団体 予選敗退 

  個人 予選敗退 

女子団体 予選敗退 

  個人 予選敗退 

【県高校総体】 

男子団体 予選敗退 

  個人 予選敗退 

女子団体 予選敗退 

   個人 決勝進出 １名 

８.陸上 

【県春季大会】 

男子３００ｍＨ   第６位 

ジュニア男子砲丸投 第８位 

女子三段跳     第１位  

女子３００ｍ    第３位 

女子走幅跳     第３位 

女子１００ｍＨ   第８位 



【県高校総体】  

 男子八種競技    第３位 ※東北大会出場 

男子１００ｍ    第５位 ※東北大会出場 

男子２００ｍ    第５位 ※東北大会出場 

女子三段跳     第２位 ※東北大会出場 

女子走幅跳     第３位 ※東北大会出場 

【国体予選】 

 女子走幅跳       第１位、第７位 

 女子三段跳       第３位 

女子１００ｍＨ     第５位 

女子少年Ｂ１００ｍＨ  第５位 

女子少年Ｂ円盤投    第２位 

男子３０００ｍＳＣ   第８位 

男子少年Ｂ１１０ｍＨ  第２位、第５位 

男子少年Ｂ円盤投    第５位 

女子４×１００ｍＲ   第７位 

女子４×４００ｍＲ   第７位 

男子４×４００ｍＲ   第７位 

男女混合４×４００ｍＲ 第５位 

９.バレーボール 

【県高校総体】 

女子 

弘前中央 対 弘前実業 ＝ ０対２  

10.なぎなた 

【県高校総体】 

女子団体 優勝 （９大会連続１４回目） ※東北大会出場・インターハイ出場 

個人試合 優勝  ※東北大会出場・インターハイ出場 

     第２位 ※東北大会出場・インターハイ出場 

     第３位 ※東北大会出場 

     第４位 ※東北大会出場 

演技競技 優勝  ※東北大会出場・インターハイ出場 

第２位 ※東北大会出場・インターハイ出場 

第３位 ※東北大会出場 

第４位 ※東北大会出場 

【東北大会】 

 女子団体 予選リーグ敗退 

 個人試合 第４位  １名 

      ベスト８ １名 

 演技競技 予選リーグ敗退 

11.ソフトテニス 

【県春季大会】 

 女子個人 １回戦敗退 

【県高校総体】 

女子団体 弘前中央 対 明の星  ＝ ０対３ 

女子個人 ３回戦敗退 



12.卓球 

【県春季選手権】 

 男子 団体  第５位 

【県高校総体】 

男子 団体 弘前中央 対 木造   ＝ ３対０  

弘前中央 対 青森商業 ＝ ３対２ 

弘前中央 対 青森山田 ＝ １対３ ベスト８ 

 女子 団体 弘前中央 対 八戸商業 ＝ ３対２ 

       弘前中央 対 三沢商業 ＝ ３対２ 

       弘前中央 対 五所商業 ＝ ０対３ ベスト８ 

男子個人 第１１位 １名 ※東北大会出場 

【東北大会】 

 男子個人  ２回戦敗退 

13.バドミントン 

【県春季大会】 

男子団体 弘前中央 対 ウルスラ ＝ ３対０ 

     弘前中央 対 青森   ＝ ３対０ 

     弘前中央 対 青森山田 ＝ ０対３ ベスト８ 

女子団体 弘前中央 対 野辺地西 ＝ ３対１ 

     弘前中央 対 弘前実業 ＝ 不戦勝 

     弘前中央 対 浪岡   ＝ １対３ ベスト８ 

【県高校総体】 

男子団体 弘前中央 対 弘前東  ＝ ３対２ 

弘前中央 対 五所川原農林 ＝ ３対１ 

弘前中央 対 弘前工業 ＝ １対３ ベスト８ 

女子団体 弘前中央 対 弘前工業 ＝ ３対１ 

弘前中央 対 弘前実業 ＝ １対３ ベスト１６ 

14.水泳 

【県高校総体】 

女子２００ｍバタフライ 第５位 

 女子１００ｍバタフライ 第６位 

【第７０回東北高等学校選手権水泳競技大会県予選会】 

女子２００ｍバタフライ 第４位 ※東北大会出場 

 女子１００ｍバタフライ 第４位 ※東北大会出場 

15.柔道 

【県春季大会】 

 女子個人５７ｋｇ級   第３位 

【県高校総体】 

 女子個人５７ｋｇ級   １回戦敗退 

16.囲碁・将棋 

【県選手権大会】 

 男子団体  予選リーグ敗退 

 男子個人  第５位 



17.自然科学 

【２０２２年度日本金属学会第１７０回春期講演大会】 

高校生・高専生ポスター発表の部  優秀ポスター賞 

【第１８回日本環境化学会高校環境化学賞】 

 奨励賞 

【第８２回日本分析化学会分析化学討論会】 

       高校生・高専生ポスター発表の部  奨励研究賞 

                        ポスター発表 

18.放送 

【青森県高等学校放送コンテスト】 

創作テレビドラマ部門  第４位 

【弘前地区春季大会】 

             朗読部門  第６位 

アナウンス部門  第２位、第５位 

【ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト青森県予選】 

          アナウンス部門  入選 

       創作テレビドラマ部門  第４位 



生徒指導部 

令和４年度 部活動の記録 

令和４年７月２２日～１２月２１日 

１.サッカー 

【第５９回青森県高等学校サッカー新人県大会】 

弘前中央 対 五所川原農林 ＝ ４対０ 

弘前中央 対 三沢     ＝ ２対１ 

弘前中央 対 八戸学院光星 ＝ ０対３ ※ベスト８ 

２.テニス 

【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兼第４２回東北選抜ジュニアテニス選手権大会青森県予選会】

男子シングルス ベスト８  １名 

女子シングルス ベスト１６  １名 

【第３０回東北春季ジュニアテニス大会 青森県予選会】 

 男子シングルスＵ－１８ ベスト８  １名 

 女子シングルスＵ－１８ ベスト８  １名 

            ベスト１６  １名 

【県下高校新人テニス選手権大会】 

男子シングルス ベスト８ １名 

        ベスト１６ １名 

 男子ダブルス  ベスト８ ２名 

 女子シングルス ベスト１６ ２名 

 女子ダブルス  ベスト４ ２名 

３.ソフトボール 

【県新人大会】 

 弘前中央 対 青森中央 ＝ １３対０ 

 弘前中央 対 弘前実業 ＝ １４対５ 

４.バスケットボール 

【中弘南黒地区高校新人バスケットボール大会】 

『男子』 

弘前中央 対 東奥義塾 ＝ ６２対９１ 

『女子』 

弘前中央 対 弘前   ＝ ４４対６５ 

【ウインターカップ２０２２】 

『男子』 

弘前中央 対 青森山田 ＝ ５４対１１９ 

『女子』 

弘前中央 対 青森商業 ＝  ０対２０ 

【県新人大会】 

『男子』 

弘前中央 対 大湊 ＝ ７７対８４ 

『女子』 

弘前中央 対 百石 ＝ ５８対２９ 

弘前中央 対 木造 ＝ ５８対７６ 



５.硬式野球 

【秋季地区予選大会】  

弘前中央 対 東奥義塾 ＝ ０対８ 

６.剣道 

【県新人大会】 

男子団体 

 弘前中央 対 青森北 ＝ ２勝２敗１分 

 弘前中央 対 弘前  ＝ ０勝３敗   予選リーグ敗退 

 女子個人 ２回戦敗退 ２名 

７.弓道 

【秋季県下弓道大会】 

男子団体 決勝進出 

  個人 決勝進出 １名 

女子団体 決勝進出 

  個人 決勝進出 １名 

８.陸上 

【第２７回東北高等学校新人陸上競技選手権大会】 

男子４００ｍ    出場 

【第４７回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会】  

 男子４００ｍ    第３位  

男子やり投     第５位 

男子砲丸投     第５位、第６位 

男子円盤投     第６位 

女子１００ｍＨ   第６位 

女子走幅跳     第５位 

女子円盤投     第５位 

【第７１回青森県秋季陸上選手権大会】 

 男子４００ｍ    第６位 

 男子３０００ｍＳＣ 第５位 

 男子砲丸投     第８位 

 男子４×４００ｍＲ 第５位 

女子１００ｍＨ   第３位 

女子砲丸投     第７位 

女子やり投     第８位 

女子４×１００ｍＲ 第６位 

女子４×４００ｍＲ 第６位 

９.バレーボール 

【県新人中弘南黒地区大会】 

女子 

弘前中央 対 黒石 ＝ ０対２  

10.なぎなた 

【第４２回青森県なぎなた選手権大会】 

試合競技 優勝、第２位、第３位 

演技競技 優勝、第２位 



【第４９回東北総合体育大会】 

 少年女子試合 第３位 

【第３５回青森県高等学校新人戦】 

 個人     優勝、第２位、第３位 

 団体     優勝、第２位、第３位 

11.卓球 

【県新人戦】 

 男子学校対抗   ベスト４ 

 男子シングルス  第７位 

12.バドミントン 

【第５２回弘前地区高等学校秋季選手権大会】 

男子シングルス  第１位 

男子ダブルス   第３位 ２ペア 

13.水泳 

【第６２回青森県高等学校新人選手権大会兼第３０回東北高等学校新人競技大会県予選会】 

女子１００ｍバタフライ 第３位 

 女子２００ｍバタフライ 第３位 

14.柔道 

【国体県予選大会】 

 女子個人５７ｋｇ級   １回戦敗退 

【県新人大会】 

 女子個人５７ｋｇ級   １回戦敗退 

15.自然科学 

【第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会】 

出場 

【第２０回東京家政大学生活創造コンクール】 

 優秀賞 

【青森県統計グラフコンクール】 

       県知事賞、指導優良校賞 

【青森県高等学校文化部活動】 

       奨励賞 

【海の宝アカデミックコンテスト２０２２】 

  マリンサイエンス部門 北海道・東北ブロック 最優秀賞  

  マリンカルチャー部門 北海道・東北ブロック 優秀賞   

【海の宝アカデミックコンテスト２０２２頂上コンテスト】 

  マリンサイエンス部門 ちょうちんあんこう賞 

【第１３回東京理科大学坊ちゃん科学賞論文コンクール】 

       優良入賞 

【第７０回統計グラフ全国コンクール】 

  パソコン統計グラフの部 入選 

【第６６回日本学生科学賞青森県予選会】 

       最優秀賞、優秀賞 

【第１７回筑波大学科学の芽賞】 

       努力賞 



16.放送 

【青森県高等学校放送コンテスト兼第６９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト青森県予選会】 

創作テレビドラマ部門  第４位 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭放送部門】 

       テレビ番組部門     優良賞 

17.演劇 

【青森県高等学校文化連盟演劇中南・西方支部、第２６回演劇合同発表会兼青森県高校演劇合同発表会予選】

最優秀賞 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭演劇部門】 

         優秀賞 

18.吹奏楽 

【第６４回青森県吹奏楽コンクール弘前地区大会】 

金賞 

【第６４回青森県吹奏楽コンクール】 

         金賞 

【第６５回東北吹奏楽コンクール】 

         銅賞 

【第４７回青森県アンサンブルコンテスト予選弘前地区大会】 

  木管八重奏  金賞 

  金管打八重奏 金賞 

19.写真 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭写真部門】 

学校 最優秀学校賞 

個人 最優秀賞 １名 

   優良賞  １名 

20.文芸 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭文芸部門】 

散文（小説）の部 優秀賞 

散文（随筆）の部 優秀賞 

21.筝曲 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭日本音楽部門】 

最優秀賞 

22.書道 

【第２３回高校生国際美術展】 

     佳作 ２名 

【第４３回青森県高等学校総合文化祭（中南・西北大会）書道部門】 

最優秀賞 １名 

優良賞  １名 

23.音楽 

【ＮＨＫ全国学校音楽コンクール青森県大会】 

     銅賞 

【全日本コンクール青森県大会】 

銀賞 

【声楽アンサンブルコンテスト】 

     銅賞 



24.美術 

【第４２回青森県高等学校総合文化祭美術部門】 

     出品 

【第４３回青森県高等学校文化連盟美術部津軽支部展】 

出品 



生徒指導部 

令和４年度 部活動の記録 

令和４年１２月２２日～令和５年３月３１日 

１.吹奏楽 

【第４７回アンサンブルコンテスト予選弘前地区大会】 

       金管打八重奏 高等学校の部 金賞 

       木管八重奏  高等学校の部 金賞 

【第４７回アンサンブルコンテスト】 

       金管打八重奏 高等学校の部 金賞 

       木管八重奏  高等学校の部 銀賞 

【第１８回青森県管楽器ソロコンテスト】 

              高校生の部  金賞 

２.なぎなた 

【第２０回東北高等学校なぎなた選抜大会】 

          団体試合 第２位  

 高体連優秀選手賞 受賞 

３.テニス 

【県下高校室内テニス大会】 

        男子ダブルス 第２位 

４.箏曲 

 高文連連盟賞 日本音楽部門  

５.卓球 

【令和４年度第５０回全国高等学校選抜卓球大会】 

     男子シングルス２部 第１位 


