野 球

部

平成２５年度春季北海道高等学校野球大会函館支部予選
B ブロック １回戦 ８－１ 函館西
２回戦 ４－２ 函館高専
準決勝 ４－５ 函館水産
（延長１０回）
平成２５年度全国高等学校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選
B ブロック ２回戦 ３－２ 知
準決勝 ３－１

内

森

決 勝 ５－４ ラ・サール
平成２５年度全国高等学校野球選手権大会南北海道大会
２回戦 ０－４ 函大有斗
平成２５年度秋季北海道高等学校野球大会函館支部予選
２回戦 ８－３ ラ・サール
準決勝 ７－１１ 函館商業
この悔しさを忘れず、
「強さ」を身につけ、来年度こそ壁を乗り越えます。

サッカー部
平成２５年度高体連函館支部春季サッカー大会
２回戦 対 函館大谷高校
２－２（ＰＫ３－５） 敗退
平成２５年度第６６回北海道高等学校サッカー選手権大会函館支部予選会
２回戦 対 市立函館高校 １－０ 勝利
３回戦 対 函館商業高校 ３－０ 勝利
準決勝 対 七飯高校 １０－０ 勝利
決 勝 対 函館大谷高校 ６－２ 勝利

優勝（全道大会出場）

決勝では、主将の川村進太郎がハットトリック（３得点）を達成して春季大会で敗れた
函館大谷高校に雪辱を果たし、見事２２年ぶり（平成３年以来）の優勝を成し遂げた。
平成２５年度第６６回北海道高等学校サッカー選手権大会
１回戦 対 滝川西高校

５－１ 勝利

２回戦 対 小樽潮陵高校 １－２ 敗退
１回戦目はチームの持ち味である素早いパス回しからチャンスメイクし、
後半は完全に中
部ペースで試合を進めた。２回戦目では、慣れない人工芝での初戦の疲労が影響したのか
やや動きに精彩を欠き、
ミスが目立った。
２点ビハインドの後すぐに１点を取り返したが、
目標のベスト８を果たせず残念な結果であった。
平成２５年度第９２回全国高校サッカー選手権大会函館支部大会
２回戦 対 八雲高校 ４－０ 勝利
３回戦 対 檜山北高校

３－０ 勝利

準決勝 対 函館工業高校 １－４ 敗退
第３位
平成２５年度函館地区高校秋季新人サッカー大会
１回戦 対 函館大谷高校 ０－０
（ＰＫ２－３） 敗退
平成２５年度第２５回全道ユースフットサル選手権大会函館支部大会
決勝リーグ
準決勝 対 七飯高校 ３－２ 勝利
決 勝 対 江差高校 １－１
（ＰＫ１－３）敗退
第２位（全道大会出場）
第２５回全道ユースフットサル選手権大会
予選リーグ １勝１敗（３チーム中２位）
フェニックストーナメント
１回戦 対 帯広三条高校 ３－４ 敗退

男子テニス部
平成２５年度高体連函館支部春季テニス大会
男子団体第２位
男子ダブルス
中條大貴（３年）
・増田幹慶（２年）組
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
ともにベスト８
男子シングルス
中條大貴（３年）
、久保田悠生（１年）
ともにベスト８

平成２５年度北海道ジュニアテニス選手権大会道南西ブロック（函館）予選会
Ｕ１６男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
第３位（全道大会出場）
Ｕ１６男子シングルス
久保田悠生（１年）
第３位（全道大会出場）
平成２５年度高体連函館支部テニス選手権大会
男子団体第２位（全道大会出場）
男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
第３位（全道大会出場）
中條大貴（３年）
・増田幹慶（２年）組
ベスト８
男子シングルス
皿井侑希哉（１年）
第５位（全道大会出場）
中條 大貴（３年） ベスト８
平成２５年度北海道高体連テニス選手権大会
男子団体 １回戦敗退
男子シングルス
皿井侑希哉（１年） １回戦敗退
男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
２回戦敗退
平成２５年度国民体育大会テニス競技函館予選大会
男子シングルス
久保田悠生（１年）
、皿井侑希哉（１年）
ともに第３位（全道大会出場）
中條大貴（３年） ベスト８
（代表決定戦により全道大会出場）
平成２５年度国民体育大会テニス競技北海道予選会
男子シングルス
久保田悠生（１年） ２回戦敗退
中條大貴（３年）
、皿井侑希哉（１年）
ともに１回戦敗退

平成２５年度第１９回遠藤杯夏季道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
中條 大貴（３年）
木村 吏玖（函館西高校）組
ともにベスト８
Ｕ１８男子シングルス
皿井侑希哉（１年） 第２位
久保田悠生（１年） 第３位
増田 幹慶（２年） ベスト８
Ｕ１６男子ダブルス
扇野佑輔（１年）
・小西英治（１年）組
ベスト８
平成２５年度高体連函館支部選抜テニス大会
男子団体 第２位 （全道大会出場）
男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
第２位（全道大会出場）
増田幹慶（２年）
・越戸蛍太（２年）組
第３位（全道大会出場）
男子シングルス
久保田悠生（１年）
、皿井侑希哉（１年）
ともに第３位（全道大会出場）
平成２５年度北海道高体連選抜テニス大会
男子団体 ２回戦敗退
男子ダブルス
増田幹慶（２年）
・越戸蛍太（２年）組
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
ともに２回戦敗退
男子シングルス
久保田悠生（１年） ２回戦敗退
皿井侑希哉（１年） １回戦敗退
平成２５年度第１３回吉田杯秋季道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８男子ダブルス
久保田悠生（１年）
・皿井侑希哉（１年）組
優勝

増田幹慶（２年）
・長内篤志（２年）組
越戸蛍太（２年）
・佐藤陸生（２年）組
ともにベスト８
Ｕ１８男子シングルス
皿井侑希哉（１年） 第３位
久保田悠生（１年） ベスト８
Ｕ１６男子ダブルス
小西英治（１年）
・磯崎泰嘉（１年）組
ベスト８
Ｕ１６男子シングルス
山内康平（１年） ベスト８
平成２５年度室内選抜道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８男子シングルス
久保田悠生（１年） 優勝
皿井侑希哉（１年） 第２位

女子テニス部
平成２５年度高体連函館支部春季テニス大会
女子団体第４位
平成２５年度高体連函館支部テニス選手権大会
女子団体第４位
女子ダブルス
逢坂美穂（３年）
・藏 真奈（３年）
ベスト８
女子シングルス
逢坂美穂（３年） ベスト８
「昨年度から主たる顧問が代わったこともあって活動内容が一変し、
特に３年生には様々
な動揺を与えたことと思う。それだけに掲げた目標を達成できなかったことは、ひたむき
に努めたみんなに申し訳なく思っているが、大会終了後複数の部員からとても嬉しく温か
い内容の手紙をもらえた。
３年生最後の大会での熱のこもった成長の感じられる戦いぶり、
準備段階での姿勢に、これからのテニス部の展望としての手応えを感じた。この、全員が
退部することなくやり遂げた、結びつきの強い９人の頑張りが、中部高校のテニス部を変
えた大きなきっかけだったと、後輩達に話せる日が来ることを心から願う。
」（顧問）
平成２５年度国民体育大会テニス競技函館予選大会

女子シングルス
近藤愛衣（３年） ベスト８
（代表決定戦により全道大会出場）
藏 真奈（３年） ベスト８
平成２５年度国民体育大会テニス競技北海道予選会
女子シングルス
近藤愛衣（３年） １回戦敗退
平成２５年度第１９回遠藤杯夏季道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８女子シングルス
下池真緒（２年） ベスト８
Ｕ１６女子ダブルス
恩田風花（１年）
・馬場海優（１年）組
第３位
平成２５年度高体連函館支部選抜テニス大会
女子団体 第２位
女子シングルス
渡邉真理奈（２年）
第３位（全道大会出場）
平成２５年度北海道高体連選抜テニス大会
女子シングルス
渡邉真理奈（２年）
１回戦勝利後、荒天のため大会中止
平成２５年度第１３回吉田杯秋季道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８女子ダブルス
伊藤潮音（２年）
・加藤桃子（２年）組
ベスト８
Ｕ１８女子シングルス
渡邉真理奈（２年） 第３位
Ｕ１６女子ダブルス
恩田風花（１年）
・井口里奈（１年）組
第３位
Ｕ１６女子シングルス
井口里奈（１年）
、馬場海優（１年）
ともにベスト８
平成２５年度室内選抜道南ジュニアテニス大会
Ｕ１８女子シングルス

伊藤潮音（２年）
、渡邉真理奈（２年）
ともにベスト８
Ｕ１６女子シングルス
恩田風花（１年） ベスト８

陸上競技部
第６８回道南春季陸上大会
比佐 遼太 ４００ｍ

第７位

三嶋

第３位

暁 １００ｍ

近藤 拓馬 ４００ｍＨ

第２位

近藤 拓馬 走高跳

第２位

對馬 大勢 ４００ｍＨ

第６位

北野 宏哉 １５００ｍ

第５位

菊地

第３位

勝 ３０００ｍ

川前 晃子 １００ｍ

第７位

２００ｍ

第６位

阿部実優里 ４００ｍ

第２位

柳岡麻由子 ８００ｍ

第３位

関口 梨恵 １５００ｍ

第８位

３０００ｍ

第７位

徳谷菜々子 １５００ｍ

第３位

３０００ｍ

第１位

菊地

桂 ３０００ｍＷ

第２位

田中友佳子 １５００ｍ

第１位

４×１００ｍＲ

第５位

（豊島・川前・福田・阿部）
第６６回函館支部高等学校陸上競技選手権大会
三嶋

暁 １００ｍ

第７位

近藤 拓馬 １１０ｍＨ

第５位

４００ｍＨ

第５位

走高跳

第２位

北野 宏哉 １５００ｍ

第４位

５０００ｍ

第５位

勝 １５００ｍ

第２位

５０００ｍ

第４位

菊地

４×１００ｍＲ

第７位

（寺田・近藤・比佐・三嶋）
４×４００ｍＲ

第５位

（長谷川・寺田・三嶋・比佐）
学校対抗
男子総合

第７位

トラック

第６位

川前 晃子 １００ｍ

第７位

阿部実優里 ４００ｍ

第５位

４００ｍＨ

第３位

吉田 史奈 走幅跳

第１位

柳岡麻由子 ８００ｍ

第２位

徳谷菜々子 １５００ｍ

第３位

３０００ｍ

第２位

田中友佳子 １５００ｍ

第１位

３０００ｍ

第１位

菊地

桂 ３０００ｍＷ

第２位

４×１００ｍＲ

第５位

（豊島・川前・福田・阿部）
４×４００ｍＲ

第３位

（豊島・阿部・柳岡・川前）
学校対抗
女子総合

第３位

トラック

第２位

第６６回北海道高等学校陸上競技選手権大会
近藤 拓馬 走高跳

第２位

（全国大会出場）
徳谷菜々子 ３０００ｍ

第１５位

吉田 史奈 走幅跳

第１１位

菊地

第１２位

桂 ３０００ｍＷ

阿部実優里 ４００ｍＨ

準決勝敗退

女子４×４００ｍＲ

準決勝敗退

（豊島・阿部・柳岡・川前）
平成２５年度全国高等学校総合体育大会
近藤 拓馬 走高跳

予選敗退

第４６回道南高校新人陸上競技大会
三嶋

暁 １００ｍ

第３位

２００ｍ

第６位

寺田 紘樹 １００ｍ

第７位

山口 泰藏 ２００ｍ

第７位

長谷川健太 ４００ｍ

第８位

近藤 拓馬 走高跳

第２位

對馬 大勢 円盤投

第７位

遠見

第３位

森

駿 やり投
隼人 走幅跳

第１０位

宮島 正樹 １１０ｍＨ

第５位

青木 統威 走幅跳

第１１位

寺岡 拓未 １１０ｍＨ

第７位

田中 優輝 やり投

第７位

中川 光太 円盤投

第６位

中村 海渡 ５０００ｍ

第８位

３０００ｍＳＣ

第３位

北野 宏哉 １５００ｍ

第５位

５０００ｍ

第３位

菊地

勝 ８００ｍ
１５００ｍ

第５位
第３位

４×４００ｍＲ

第２位

（近藤・長谷川・三嶋・寺田）
学校対抗
男子総合

第５位

トラック

第３位

フィールド

第５位

阿部実優里 ４００ｍ
４００ｍＨ
吉田 史奈 １００ｍ
走幅跳

第３位
第２位
第６位
第２位

豊島 幹子 ２００ｍ

第６位

４００ｍ

第５位

徳谷菜々子 １５００ｍ

第１位

３０００ｍ

第１位

関口 梨恵 ３０００ｍ

第７位

田中友佳子 １５００ｍ

第２位

４×１００ｍＲ

第３位

（林・吉田・豊島・阿部）
４×４００ｍＲ

第２位

（徳谷・吉田・阿部・豊島）
学校対抗
女子総合

第３位

トラック

第３位

フィールド

第８位

第２９回北海道高等学校新人陸上競技大会
近藤 拓馬 走高跳

第１０位

菊地

勝 １５００ｍ

第８位

阿部実優里 ４００ｍＨ

第７位

吉田 史奈 走幅跳

第５位

徳谷菜々子 １５００ｍ

第１１位

３０００ｍ
田中友佳子 １５００ｍ

柔 道

第８位
第１２位

部

高体連函館支部春季柔道大会
男子団体 ベスト８
女子団体 優勝
男子個人
６０㎏級 釜

祐真 優勝

７３㎏級 妻倉 光海 優勝
高体連函館支部柔道大会
男子団体 ベスト８
女子団体 第３位
男子個人
６０㎏級 釜

祐真 第４位

７３㎏級 妻倉 光海 準優勝
塩崎 庸平 第４位
芦田 佑造 第４位
１００㎏級 平松 耕成 第４位
高体連函館支部秋季柔道大会
男子団体 ベスト８
女子団体 優勝
男子個人

６０㎏級 釜

祐真 優勝

７３㎏級 芦田 佑造 第３位

剣 道

部

高体連函館支部春季剣道大会
男子団体 第 2 位
女子団体 第 2 位
男子個人 藤谷 岳 第 7 位
北海道剣道段別選手権大会
男子二段の部 藤谷 岳
赤石大翔

3 回戦進出
初戦敗退

女子三段の部 土門澪紗
村上加奈

初戦敗退

高体連函館支部剣道大会
男子団体 第 3 位
女子団体 第 3 位
男子個人 赤石大翔 第 2 位
松田成生 第 7 位
北海道高等学校剣道選手権大会
男子個人 赤石大翔 3 回戦進出
ベスト 16
国民体育大会北海道予選少年の部
男子

赤石大翔 2 次予選進出

高体連函館支部秋季剣道大会
男子団体 第 3 位
女子団体 第 2 位
男子個人 赤石大翔 第 1 位
藤谷 岳 第 5 位
女子個人 滝沢華麗 第 2 位
紺野珠実 第 4 位
北海道高等学校新人剣道大会
男子団体 予選敗退（０勝３敗）
女子団体 予選敗退（１勝１敗）
男子個人 赤石大翔・藤谷

岳 初戦敗退

女子個人 滝沢華麗 初戦敗退
渡島・檜山管内高等学校剣道個人選手権大会

男子二段以上の部 赤石 大翔 第１位
藤谷

岳 第３位

女子二段以上の部 滝沢 華麗 第３位
女子初段以下の部 小林みなみ 第３位

弓 道

部

平成 25 年度第 59 回北海道高等学校体育連盟函館支部春季弓道大会
男子団体 3 位
女子団体 3 位
男子個人 優勝 管籐舜貴
3 位 樋口智也
平成 25 年度第 59 回北海道高等学校体育連盟函館支部弓道選手権大会
女子団体 3 位
男子個人 3 位 管籐舜貴
女子

優勝 川上真由

ともに全道大会出場
平成 25 年度弓道道南高校選手権大会
男子１部 6 位 樋口 智也
女子 1 部 優勝 川上 真由
女子 2 部 4 位 阿部すみれ

男子バレーボール部
平成２５年度高体連函館支部バレーボール春季大会（4／28、29 函館有斗高校）
予選リーグ
函館中部 ０－２ 函工
函館中部 １－２ 稜北
函館中部 ２－０ 松前
自分たちのミスが目立った試合だったが、４強入りまであと１セットの位置まできたの
で、高体連ではまずベスト４入りを果たすようもうひと頑張りです。
平成２５年度北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 兼 平成２５年度全国
高等学校総合体育大会バレーボール競技大会函館支部予選会
予選リーグ
函館中部 ０－２ 函
函館中部 ０－２ 函 館

工
稜 北

函館中部 ０－２ 函館ラ・サール
函館中部 ２－０ 函 館

水 産

３年生は全員高校からバレーボールを始めましたが、技術的にも精神的にも成長が見ら
れた３年間だったと思います。
「仲間と共にバレーが出来たことが楽しかった、バレーのお
もしろさを感じることが出来た」という３年生の言葉も印象に残りました。
平成 25 年度第 66 回全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道予選会函館支部予選会
予選リーグ
函館中部 ０－２ 函

工

函館中部 ２－１ 市立函館
函館中部 ２－０ 松

前

決勝リーグ
函館中部 ０－２ 函

工

函館中部 ０－２ 江

差

函館中部 ０－２ ラサール
第４位
春高バレー函館支部予選。他の高校が３年生主体の中、１・２年生だけで、ベスト４に
残った事は意義のあることであり、特に高校からバレーを始めた選手にとっては大変良い
経験になったと思う。また、試合を重ねるごとに力を付けチームとして成長も見られた大
会だった。
平成２５年度函館地区高等学校バレーボール新人戦大会
予選リーグ
函館中部 ０－２ ラサール
函館中部 ２－０ 市立函館
函館中部 ２－０ 松

前

決勝リーグ
函館中部 １－２ 函

工

函館中部 １－２ 有斗・江差
函館中部 ０－２ ラサール
第４位

女子バレーボール部
平成 25 年度高体連函館支部バレーボール春季大会

一回戦 対 大妻 ０－２
平成 25 年度北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 兼 平成 25 年度全国高
等学校総合体育大会バレーボール競技大会函館支部予選会
予選ブロック 対 七
対

飯 ０－２

函館商業 ０－２

平成 25 年度第 66 回全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道予選会函館支部予選会
一回戦 対 大妻 ０－２
平成 25 年度函館地区高等学校バレーボール新人戦大会 兼 第 9 回北海道高等学校バレー
ボール新人大会函館地区予選会
二回戦 対 八雲 ０－２

男子バスケットボール部
平成２５年函館支部高等学校バスケットボール春季大会
１回戦 函館中部 ８６－５１ 函館高専
2 回戦 函館中部 ６２－５３ 函館工業
3 回戦 函館中部 ９８－５２ 函館水産
準決勝 函館中部 ５９－５８ 函大有斗
決 勝 函館中部 ５４－５６ 函館大谷
結果：準優勝
第 66 回 函館支部高等学校バスケットボール選手権大会 兼 北海道高等学校バスケッ
トボール選手権大会函館支部予選会
Ｄブロック男子２回戦
函館中部 ７０－４９ 市立函館
Ｄブロック決勝
函館中部 ８６－４６ 函館水産
決勝リーグ第１戦
函館中部 ７０－６１ 函館稜北
決勝リーグ第２戦
函館中部 ４３－７５ 函大有斗
決勝リーグ第３戦
函館中部 ５５－６９ 函館大谷
結果：決勝リーグ１勝２敗
函館地区第３位（全道大会出場権獲得）
平成２５年度函館支部高等学校バスケットボール秋季大会 兼 第４４回全国高等学校選
抜優勝大会バスケットボール北海道大会支部予選会
２回戦 函館中部 ７１－５２ 市立函館

３回戦 函館中部 １０６－４３ 函館高専
準決勝 函館中部 ６７－８０ 函大有斗
結果：第３位
平成２５年度第３０回函館地区高等学校バスケットボール冬季大会
２回戦 函館中部 ７２－５６ 函館稜北
３回戦
函館中部 ６４－７５ 函館ラ・サール
結果：３回戦敗退
平成２５年度第４０回函館支部高等学校バスケットボール新人大会
２回戦 函館中部 ７２－３８ 函館西
３回戦 函館中部 ６５－４５ 函館大谷
準決勝 函館中部 ３９－５７ 函大有斗
第３代表決定戦
函館中部 ７７－６８ 市立函館
結果：３位（全道出場権獲得）
平成２５年度第２６回北海道高等学校バスケットボール新人大会
１回戦 函館中部 ６９－７６ 岩

内

１回戦敗退

女子バスケットボール部
平成２５年度函館支部高等学校バスケットボール春季大会
１回戦 函館中部 ９８－１６ 森・知内
２回戦 函館中部 ８７－４５ 函館商業
準決勝 函館中部 ６７－４９ 遺愛女子
決 勝 函館中部 ４０－９０ 函館大妻
２位
決勝戦、大妻との差は大きく体力不足を痛感。
この差を何でどのようにして補うか工夫が必要。なせばなる。
平成２５年度函館支部高等学校バスケットボール選手権大会
２回戦 函館中部 ９８－４１ 江

差

３回戦 函館中部 ５７－３８ 函館商業
決勝リーグ
函館中部 ５０－５２ 函大柏稜
函館中部 ４１－６５ 函館大妻

函館中部 ５８－６９ 遺愛女子
３位
決勝リーグ初戦での敗戦が尾を引き３連敗してしまった、コーチの力量不足を痛感。
３年生最後の大会をいい結果で終われなく大変申し訳なく思う。
平成２５年度函館支部高等学校バスケットボール秋季大会
１回戦 函館中部 １０６－３６ 清尚学院
２回戦 函館中部 １１３－５３ 函館稜北
準決勝 函館中部 ３６－８０ 函館大妻
３位
３年生引退後の新チームでの初大会。
決勝では大妻の３年生に翻弄されなすすべなし、悔しいがこれが現実。
次大会へ向けてもう一度やり直し。
平成２５年度函館地区高等学校バスケットボール冬季大会
１回戦 函館中部 ２０－０ 函館西
２回戦 函館中部 ５９－４８ 市立函館
準決勝 函館中部 ６７－５７ 函大柏稜
決 勝 函館中部 ５２－６３ 函館大妻
２位
２回戦から苦しい試合が続くが選手はよく頑張った。
課題はやはり体力不足・・・。いかに克服するか。
平成２５年度函館地区高等学校バスケットボール新人大会
１回戦 函館中部 ８９－３７ 江

差

２回戦 函館中部 ７３－５７ 市立函館
準決勝 函館中部 ６７－４３ 遺愛女子
決 勝 函館中部 ６９－６６ 函館大妻
優勝！
念願の初優勝
前回の反省を生かし見事な勝利・・・・・選手達頑張った

平成２５年度第２６回北海道高等学校バスケットボール新人大会
１回戦 函館中部 ７０－６０
苫小牧西・南・高専合同
２回戦 函館中部 ４８－４７ 北

海

３回戦 函館中部 ６６－７４ 海星学院
ベスト８
１回戦 逆転勝利、 ２回戦 逆転勝利、 ３回戦も・・・・と願ったが力尽きた。
でも、ここまでの選手たちの頑張りに、ただただ

涙が出る。やればできる、これから

も頑張れ！

男子ハンドボール部
平成 25 年度高体連函館支部高等学校ハンドボール春季大会
１回戦
函館中部 ２３－３４ 函館工業 敗退
第 64 回北海道高等学校ハンドボール選手権大会函館支部予選会
１回戦
函館中部 １７－３１ 函館高専 敗退
第３４回函館ハンドボール選手権大会 出場

女子ハンドボール部
部員不足のため、大会参加なし

卓 球

部

平成 25 年度高体連函館支部春季卓球大会
男子団体…第２位
女子団体…第３位
女子個人戦シングルス…斉藤（2 年）第３位
男子個人戦シングルス…山内（３年）
ベスト８位
第 68 回国民体育大会卓球競技函館地区予選会
男子ベスト 16 位…山内翔平(3 年)
女子ベスト 16 位…斉藤凪美(2 年)
上原葉月(2 年)
【以上 3 名全道大会へ】
平成 25 年度高体連函館支部卓球選手権大会兼北海道高等学校体育大会卓球競技函館支部

予選会
男子団体…第 2 位【全道大会へ】
女子団体…第 3 位
男子個人戦シングルス…山内(3 年)
ベスト１６位
女子個人戦シングルス…斉藤(2 年)
優勝【全道大会へ】
女子ダブルス…斉藤(2 年)･上原(2 年)
第４位【全道大会へ】
平成 25 年度第 66 回北海道高等学校卓球選手権大会兼第 82 回全国高等学校卓球選手権大会
北海道予選会
男子団体…1 回戦敗退(対北見柏陽高校)
女子個人戦シングルス…斉藤(2 年)
２回戦敗退
女子ダブルス…斉藤(2 年)･上原(2 年)
１回戦敗退
平成 25 年度第 68 回国民体育大会卓球競技北海道予選会
男子個人戦シングルス
…山内(３年)３回戦敗退
女子個人戦シングルス
…斉藤(2 年)ベスト１６位
上原(2 年)2 回戦敗退
平成 25 年度道南卓球選手権大会兼全道大会地区予選会
女子個人戦ジュニアシングルス
…斉藤(2 年)第３位
上原(2 年)ベスト 16 位
【ともに全道大会へ】
女子個人戦一般シングルス
…斉藤(2 年)ベスト８【全道大会へ】
平成 25 年度北海道卓球選手権大会兼全日本予選会
女子ジュニアシングルス
…上原(2 年)2 回戦敗退
斉藤(2 年)5 回戦敗退(ベスト 32)
女子一般シングルス
…斉藤(2 年)2 回戦敗退
女子ダブルス

…斉藤(2 年)5 回戦敗退(ベスト 16)
女子混合ダブルス
…斉藤(2 年)2 回戦敗退
平成 25 年度高体連函館支部秋季卓球大会
男子団体…予選敗退(対工業高校)
男子個人戦シングルス
…島(2 年)、大野(2 年)
代表決定戦にて敗退
女子個人戦シングルス
…斉藤(2 年)優勝【全道大会へ】
女子ダブルス…斉藤(2 年)･上原(2 年)
第２位【全道大会へ】
平成 25 年度高体連選抜卓球大会
女子シングルス
…斉藤(2 年)予選敗退
女子ダブルス
…斉藤(2 年)・上原(2 年)ベスト 16

羽 球

部

第６５回 高体連函館支部

春季バドミントン大会

男子団体 ３位
女子団体 ４位
男子ダブルス
木村・木元組 ４位（全道大会出場）
女子ダブルス
吉田・四十澤組 ベスト１６
男子シングルス
木元 ６位（全道大会出場）
畠山 ７位
木村 ベスト１６
女子シングルス
四十澤 ８位
第６８回 国民体育大会バドミントン競技北海道予選会 兼 平成２５年度
大会バドミントン競技会
男子ダブルス
木元・木村組 １回戦敗退

北海道体育

男子シングルス
木元 １回戦敗退
第６５回 高体連函館支部

バドミントン選手権大会

男子団体 ３位（全道大会出場）
女子団体 ４位
男子ダブルス
畠山・佐々木組 ベスト８
女子ダブルス
吉田・四十澤組 ベスト１６
女子シングルス
吉田 ベスト１６
鎌田 ベスト１６
第６５回 北海道高等学校バドミントン選手権大会
男子団体 １回戦敗退
第１１回 北海道選手権大会函館地区予選会
女子ダブルス
四十澤・鎌田組 ベスト１６
女子シングルス
四十澤 ベスト８
第６５回 函館地区バドミントン選手権大会
女子ダブルス
四十澤・鎌田組 ベスト８
女子シングルス
四十澤 ベスト８
第６５回 高体連函館支部

新人バドミントン大会

女子シングルス
四十澤 ５位（全道大会出場）
第６５回 全道高等学校新人バドミントン大会
女子シングルス
四十澤 １回戦敗退

水 泳

部

平成２５年度函館支部高等学校水泳選手権大会
小辻 亮太
４００ｍ自由形

優勝

１５００ｍ自由形

優勝

七尾 結輝
１００ｍ平泳ぎ

優勝

２００ｍ平泳ぎ

優勝

櫻田 久遠
１００ｍ自由形

全道大会進出

２００ｍ自由形

全道大会進出

新井田一真
１００ｍ平泳ぎ

全道大会進出

２００ｍ平泳ぎ

全道大会進出

山田

葵

２００ｍ個人メドレー

全道大会進出

４００ｍ自由形

全道大会進出

神

文香

２００ｍ自由形

優勝

１００ｍバタフライ

優勝

平成２５年度北海道高等学校水泳選手権大会
小辻 亮太
４００ｍ自由形

予選不通過

１５００ｍ自由形

４位

七尾 結輝
１００ｍ平泳ぎ

３位（全国大会進出）

２００ｍ平泳ぎ

４位

櫻田 久遠
１００ｍ自由形

予選不通過

２００ｍ自由形

予選不通過

新井田一真
１００ｍ平泳ぎ

予選不通過

２００ｍ平泳ぎ

７位

山田

葵

２００ｍ個人メドレー

６位

４００ｍ自由形

７位

神

文香

２００ｍ自由形

優勝（全国大会進出）

１００ｍバタフライ
３位（全国大会進出）
平成２５年度日本高等学校水泳選手権大会

七尾 結輝
１００ｍ平泳ぎ
神

予選不通過

文香

２００ｍ自由形

予選不通過

１００ｍバタフライ

予選不通過

音 楽

部

第８０回ＮＨＫ全国音楽コンクール 北海道道南地区大会 銅賞
第４７回北海道高等学校文化連盟道南支部合同演奏会 参加

画 会

部

高文連道南支部美術専門部主催 写生・研究会
森町のグリーンピア大沼周辺を写生
全学年 １３人参加
高文連道南支部美術専門部主催 支部美術展大会
入選 １年 久保田 早記
３年 沢中 遥香・本宮

琴音

高文連全道大会に出品、参加
高文連北海道支部美術展・研究大会
１年久保田以下３人参加
高文連道南支部美術選抜小品展
１・２年 出品、参加

写 真

部

高文連道南支部写真部地区研究大会
参加１３名
道南の高校写真部が一堂に会し、渡島半島東部を巡る１泊２日の写真撮影研修を行いま
した。宿舎では写真家の講演会も行い、写真技術を深めました。
高文連道南支部写真部地区大会
参加１３名、出品６６点
入選
３年 木村汐里、三橋はるか（←共に全道出品）
佳作
３年 大谷里沙

２年 桶本千央、佐藤公平
高文連道南支部写真部撮影研修大会
参加４名
「大沼雪と氷の祭典」において撮影研修を行い、写真家の講演も実施

茶 道

部

函館市茶道連盟「春の茶会」参加（5 月）
新入生歓迎茶会開催（5 月）
裏千家学校茶道研修会参加（6 月）
白楊祭「白楊茶会」開催（7 月）
高等学校茶道部交流茶会参加（10 月）
茶道部は順位を競う大会はありませんが、今年も多くの方と「一期一会」の精神でおも
てなしをさせていただけましたこと感謝申し上げます。

華 道

部

小原流
花の輪・人の輪－みんなの花展 出品
小堀 七奈 金丸亜沙美
西田衣梨花 佐藤 礼実
川村 梨紗 畝田 知歩
本宮 琴音 佐藤 里歩

地 学

部

青少年のための科学の祭典函館大会 2013
「ブーメランを飛ばそう」

ブース運営

2 年 遠藤雅大、石崎達也
1 年 川原弘貴、好野隆悟
第 46 回高文連道南支部理科研究発表大会
「太陽黒点の観測と考察」

総合賞

2 年 遠藤雅大、石崎達也、練谷真悟
阿部純明、佐藤公平
1 年 川原弘貴、好野隆悟
第 52 回高文連全道理科研究発表大会
「太陽黒点の観測と考察」

努力賞

2 年 石崎達也、練谷真悟、阿部純明

佐藤公平
1 年 川原弘貴、好野隆悟

囲碁・将棋部
第４６回函館地区高校将棋大会
団体戦
中部男子Ａチーム
（長内、平田、小野）第２位
中部女子（松谷、池田、荒木）第１位
個人戦
３－６ 長内淳紘 ２位
３－５ 在田大輝 ４位
１－５ 松谷香奈 女子１位（全体５位）
２－１ 八幡大睦 ５位
３－４ 今渕 航 ６位
２－１ 設楽駿介 ８位
第１８回函館地区高校新人将棋大会
個人戦
１－５ 松谷香奈 全道出場 １位
２－１ 設楽駿介 全道出場 ３位
２－１ 八幡大睦 全道出場 ４位
１－１ 駒木昌平 ６位
２－１ 高木達崇 ７位
２－１ 明 洋佑 ８位
１－２ 池田にこ 全道出場
１－５ 荒木真子 全道出場
第４９回全道高校将棋選手権大会
団体戦
男子団体戦 長内、平田、小野 ３位
女子団体戦 土橋、池田、松谷
１位（全国出場）
男子団体戦は予選リーグ２年連続４勝０敗でトップ通過です。決勝トーナメント３位は
なかなか取れません。
個人戦

１－５ 荒木真子 女子個人戦 １０位
３－５ 在田大輝 男子個人戦 １６位
２－１ 八幡大睦 男子個人戦 １７位
３－４ 今渕 航 男子個人戦 ４３位
第１７回全道高校将棋新人大会
個人戦
２－１ 設楽駿介 ３勝３敗
２－１ 八幡大睦 ２勝４敗
１－２ 池田にこ ４位

全国大会参加

１－５ 荒木真子 １２位
１－５ 松谷香奈 優勝 全国大会参加
第４９回全国高校将棋選手権大会（長崎総文祭）
団体戦 以下のメンバーで全国３８チーム中 準優勝
３－１ 土橋ゆりな
１－２ 池田 にこ
１－５ 松谷 香奈
二度とない大快挙です。

ESS 部
高等学校文化連盟 第 1 回全道高等学校英語プレゼンテーションコンテスト
全道 5 位
石狩地区で数えると第 8 回になる本大会が今年度から全道規模の大会になり、中部高校
も初出場しました。戸惑う面もありながらも、互いにアイデアを絞り全力を尽くし、予選
では参加 21 チーム中ベスト６に選ばれました。決勝に進出した唯一の石狩管外参加チーム
ということで、各方面からお褒めの言葉をいただきました。
決勝では 5 位という結果で、上位校のプレゼンテーションの完成度には目をみはるもの
があり大変刺激を受けました。来年度以降からの新しい課題がみえた、また ESS として今
後の活動への意欲も高まるような経験になりました。
高文連第１４回全道高等学校英語弁論大会
〈弁論の部〉
１－４ 鍵谷美波
「Connecting the Dots」 第２位
〈ディベートの部〉

「米の関税撤廃、是か非か」 第４位
全国高等学校英語ディベート大会 in 長野
６４チーム出場中 第２７位
全国高等学校英語弁論大会
１－４ 鍵谷美波 第５位

弁論とディベートの両部門で上位入賞、全国大会出場となり、ＥＳＳにとって記念すべ
き年となりました。
来年はさらなる飛躍の年となるよう決意を固めています。

書 道

部

５月に松前町の依頼により、
「書道パフォーマンス in 松前さくらまつり」
に部員１３名が参加
第２３回函館市青少年芸術教育奨励事業書部門
入選 ２年 阿部貴之
第２２回国際高校生選抜書展（毎日新聞社主催）
入選 ２年 桶本千央
第３７回全国高等学校総合文化祭長崎大会書道部門
特別賞 ３年 久慈李子
高文連第４７回全道高等学校書道展
北海道高等学校文化連盟賞
３年 平木まゆ
２年 阿部貴之
（全国総文祭参加生徒として推薦）
第６０回函館書藝社展
特選 ３年 平木まゆ
第６６回 北海道学生書道展覧会
特選 ２年 阿部貴之
創部以来初めて、３年の久慈李子が全国総文祭出場を果たし、貴重な経験をさせていた
だきました。また、１０月に苫小牧市で開催された全道大会で、２年の阿部貴之が来年度
の全国総文祭に推薦され、２年連続での快挙に部員一同盛り上がりました。今年度は道南
支部の専門部校として大会の運営にも頑張りをみせ、大いに自信をつけています。今後も
他校の生徒と研鑽を深め、書を通じて存在感をアピールしていってほしいものです。
（顧問

記）

パソコン研究部
第 16 回全国中学高校 Wｅb コンテスト
高校生の部 金賞
「私立エネルギー専門学校」
2 年 南部優太、山口莉奈、山本健人
1 年 小仲 温
高校生の部セミファイナリスト（参加 248 チーム中上位 17 チーム）
「えこのみくすっ」
2 年 高木達崇、片渕杏佳、山石朋実
1 年 石井千愛、長谷川知早

放 送

局

第６０回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト北海道大会
ラジオドキュメント部門
「聞いて！さっちゃん」
（入賞・全国大会進出）
創作ラジオドラマ部門
「あの雨の日から」
テレビドキュメント部門
「７４歳の高校１年生」
（入賞・全国大会進出）
創作テレビドラマ部門
「君とクローバー」
アナウンス部門 ２年 林

祐太 出場

（決勝進出）
朗読部門 ２年 石川愛理

出場

第６０回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会
ラジオドキュメント部門
「聞いて、さっちゃん！」
優良校（全国４位／２００作品）
※学校の保健室をテーマにしたインタビューと会話の録音構成
テレビドキュメント部門
「７４歳の高校１年生」
優良校（全国４位／２００作品）

※本校定時制に通学する女性を描いたドキュメンタリー
第３７回全国高等学校総合文化祭長崎大会
ビデオメッセージ部門
「大好き いきいきトマト」
優秀賞受賞（全国２位／９４作品）
※北斗市の農家の女性のトマトケチャップにかける思いを描いたドキュメンタリー
北海道として「文部科学大臣賞（団体全国第１位）
」を受賞
北海道高等学校文化連盟第３６回放送コンテスト道南地区大会
ビデオメッセージ部門
「歩きつづける」 優秀賞
ラジオ番組部門
「笑涯を生きる」 優秀賞
ＣＭ部門
「鶏と豚の間に」 優良賞
研究発表部門
「ＣＢＳ通信改革！」 最優秀賞
アナウンス部門
（青田遼平・最優秀賞、林

祐太・優良賞、

鍵谷智美・優良賞、雪田優華・奨励賞）
朗読部門
（石川愛理・最優秀賞、平田有紀・優秀賞、
堀川美琴・優秀賞）
以上、全道大会出場
ＮＨＫ総合賞 第１位受賞
北海道高等学校文化連盟第３６回放送コンテスト全道大会
ラジオ番組部門
「笑涯を生きる」 入賞（４位）

吹奏楽局
第 14 回グリーン・コンサート in ほくと 参加
新体制での初の演奏を元気よくやれました。
第 63 回函館地区吹奏楽祭 参加
知内高校と合同で 71 名での参加。
パフォーマンスも含めた楽しい演奏をすることができ

た。
第 58 回北海道吹奏楽コンクール函館地区大会 高校Ｂ編成 金賞・地区代表
６年ぶりの代表となりました。
第 58 回北海道吹奏楽コンクール
高校Ｂ編成 銅賞
前日まで前期期末考査をすべて出席しながらの大会となりました。
１・２年生は来年に向けて良い経験となったと思います。
惜しくも銅賞ではありましたが、東日本大会への代表の○を１ついただきました。
第 49 回白楊吹奏楽団定期演奏会開催
【来年度は第 50 回記念定期演奏会が開催されます。ご期待ください。
】
第 47 回北海道高等学校文化連盟道南支部合同演奏会

参加

北海道大会をひかえ、コンクール曲を全員で演奏しました。
第 35 回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会
木管部門 高等学校の部

アルトサックス

1 年 水島早希 金賞

実質２位で代表権を逃しましたが、ハイレベルなテクニックを披露しました。
第 35 回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会
打楽器三重奏 金賞
（２年増森、1 年小山石、海津）
2 年連続の代表とはなりませんでしたが、中部のレベルの高さを示してくれました。
第８回 11 校合同スプリングコンサート参加
（予定）

図 書

局

高文連道南支部図書専門部生徒研修会参加
１－５ 及能凛太郎
１－５ 斉藤 里奈
１－３ 好野 隆悟
２－１ 佐藤

和

２－６ 井上 真吾
学校図書館の広報と図書館便りの工夫について研修を受ける
全道高等学校図書研究大会参加
１－５ 及能凛太郎
１－５ 斉藤 里奈
２－１ 佐藤

和

２－６ 井上 真吾
「図書館に埋蔵する知のエネルギーを掘り出せ」
（テーマ）に沿った色々な研修会に参加
した。実りの多い内容であった。
その他図書局員、図書委員だけで中部高校図書館便り「ライブラリー」を１０号まで作
成発行した。

演劇同好会
白楊祭公演 （函館中部高校体育館）
「友と団子は古い方がいい」
脚本 ２年 北山茜・原田かれん
函館ライヴステージ「五稜郭街舞台」パフォーマンス編予選 準優勝（函館芸術ホール）
「北のボーイ」
脚本 ３年 塚本純一郎
演劇フェスティバル 2013 高校演劇合同公演（函館芸術ホール）
「Jabber Jam」
原作 ２年 飯田 美鈴
脚本 ２年 原田かれん
函館ライヴステージ「五稜郭街舞台」Special
「アリス イン ハコダテ」

Live!（函館芸術ホール）

原作 ２年 青田海風
脚本 ２年 北山茜・原田かれん
卒業公演 （函館中部高校）
「ホワイトデー戦争 Ｒ」
脚本 ２年 北山茜・原田かれん
２０１２年設立された演劇同好会です。今年度は自作自演 5 本の芝居を校内にとどまら
ず地域に発信してきました。2 年間の実績をふまえ、部への昇格を申請中です！
その他（部局同好会以外）

体

操

春季体操競技大会
平林(3 年) 個人総合４位
(跳馬２位、平行棒１位、鉄棒２位)
函館支部体操競技大会
平林(3 年) 個人総合２位
(床２位、跳馬２位、平行棒２位、鉄棒３位)
第 64 回北海道高等学校体操競技大会函館支部予選会
平林(3 年) 個人総合６位
(平行棒３位、鉄棒２位)
第 66 回北海道高等学校体操競技大会 兼全国高等学校体操競技選手権大会北海道予選会
平林(3 年) 個人総合 7 位

空 手

道

第 13 回函館支部高等学校空手道選手権大会
男子個人形 2－1 源 敬太 6 位
個人組手 2－1 源 敬太
2 回戦敗退
女子個人形 1－3 山中綾華 4 位
1－1 永井里奈 6 位
個人組手 1－3 山中綾華 3 位
1－1 永井里奈
1 回戦敗退
第５回函館支部高等学校空手道選手権大会
男子個人形 ２－１ 源

敬太 4 位

個人組手 ２－１ 源 敬太

ベスト８
女子個人形 １－３ 山中綾華 準優勝
個人組手 １－３ 山中綾華 準優勝
第 31 回北海道高等学校空手道選抜大会
男子個人形 ２－１ 源

敬太

２回戦敗退
個人組手 ２－１ 源 敬太
１回戦敗退
女子個人形 １－３ 山中綾華
２回戦敗退
個人組手 １－３ 山中綾華
１回戦敗退

