
部活動名 大  会  名 種目 成績 名　　前
２０１８カヌースプリント海外派遣選手選考会 女子カヤックシングル２００Ｍ ２位 大垣

男子総合 ３位
男子カヤックフォアー 準優勝 野田・濱田・齋藤・松浦

女子総合 優勝 １４連覇
女子カヤックシングル 優勝 大垣

〃 準優勝 樋渡
女子カヤックペア 優勝 樋渡・大垣

〃 準優勝 原田・黒木
女子カヤックフォアー 優勝 樋渡・原田・大垣・黒木

〃 準優勝 村田・長友・図師・満平
女子総合 優勝 ２連覇

女子カヤックシングル 優勝 大垣
〃 3位 樋渡

女子カヤックペア 優勝 樋渡・大垣
〃 準優勝 原田・黒木

女子カヤックフォア 優勝 樋渡・原田・大垣・黒木
女子総合 ３位

女子カヤックシングル２００ｍ ４位 大垣
女子カヤックシングル５００ｍ ７位 大垣

女子カヤックペア２００ｍ ４位 樋渡・大垣
女子カヤックペア５００ｍ ３位 樋渡・大垣

女子カヤックフォア２００ｍ ３位 樋渡・原田・大垣・黒木
女子カヤックフォア５００ｍ ３位 樋渡・原田・大垣・黒木

少年女子カヤックフォア２００ｍ ３位 樋渡・原田・大垣・黒木
少年女子カヤックフォア５００ｍ ３位 樋渡・原田・大垣・黒木

第１４回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会 少年男子カナディアンシングル１０００ｍ ３位 原田
優勝 山下

準優勝 安田
３位 松尾、川崎

団体 2位
個人 5位 川﨑・水野、　松尾・安田
団体 第3位
個人 優勝 坂田・栗山
団体 準優勝
個人 優勝 松尾・安田

ソフトボール部 県高校一年生大会　ソフトボール競技 団体 ３位
女子団体 優勝

準優勝 荒武
３位 済陽
優勝 荒武・渡辺組
３位 押川・宇戸田組

女子団体 ３位
女子シングルス ３位 荒武

U-18　女子シングルス　 第４位 荒武
U-18　女子ダブルス 第３位 荒武

U-16　女子シングルス 第３位 渡辺
U-16　女子シングルス 第５位 済陽

平成30年度　全国選抜高校テニス大会　九州地区大会 女子団体 第4位
女子団体 優勝

優勝 歌津
３位 宇戸田
優勝 歌津・宇戸田組

準優勝 押方・金丸組
女子シングルス 優勝 歌津

優勝 押川・宇戸田組
準優勝 歌津・押方組

女子団体 優勝
優勝 渡辺

準優勝 済陽
優勝 渡辺・済陽組
３位 歌津・押方組

宮崎県高等学校総合体育大会 女子団体 ３位
県高校１年生大会　バスケットボール 団体 ４位
第７３回国民体育大会バスケットボール競技 少年女子 準優勝 ウォーカー
第５回 ３×３ U-18全日本選手権大会 〃 準優勝 ウォーカー
全国高等学校バスケットボール選手権大会
ウインターカップ宮崎県予選会

団体 ３位

平成３０年度　宮崎県高等学校
　新人バスケットボール大会

団 体 ３位

女子団体 3位
準優勝 河野

5位 松枝

準優勝 宮崎

5位 一ノ瀨

女子シングルス
優勝

(全国大会出場)
宮崎

女子ダブルス 準優勝 宮崎・一ノ瀨

県高校一年生大会 女子ダブルス 準優勝 阪田美・阪田優

宮崎県総合バドミントン選手権大会 女子ダブルス 準優勝 宮崎・一ノ瀨
平成３０年度　宮崎県高等学校新人　　　　ハンドボール大会 団 体 ２位

宮崎県高等学校総合体育大会 団体（女子） 2位

県高校一年生大会 団　体 準優勝

宮崎県高等学校総合体育大会 男子シングルスカル 2位 橋口
平成３０年度　全九州高等学校体育大会　ボート競技 男子シングルスカル 3位 橋口

男子シングルスカル 1位 橋口

女子シングルスカル ２位 今井
第64回　全九州高等学校　弓道競技大会 団体 ３位 青井、哥丸、甲斐、鎌田、土寄、緒方、外山、松木

個人 優勝 哥丸
団体 ３位 哥丸、緒方、外山
団体 優勝 青井、哥丸、甲斐、鎌田、土寄、川原、外山
団体 技能優勝 青井、哥丸、甲斐、鎌田、土寄、川原、外山

全国 高等学校総合体育大会 団体 4位 青井、哥丸、甲斐、鎌田、土寄、川原、外山
全国 高校遠的弓道大会 団体 ５位 櫛間、緒方、外山、飯干
第２６回九州高等学校 団体 準優勝 照屋、緒方、櫛間、哥丸、外山、杉尾安、杉尾友

近的（きんてき）の部　団体 優勝 照屋、緒方、櫛間、哥丸、外山、杉尾安、杉尾友

近的（きんてき）の部　個人 ３位 緒方

遠的（えんてき）の部　団体 優勝 緒方、櫛間、外山、田丸

遠的（えんてき）の部　個人 優勝 緒方

〃 ２位 外山
県選手権大会 団体 優勝 緒方、櫛間、哥丸、外山、照屋

女子バレー部 平成30年度宮崎県高等学校一年生大会
第42回バレーボール競技大会

団体 3位

女子総合 優勝
100m背泳ぎ 優勝 児玉

4位 矢野
200m背泳ぎ 優勝 児玉

4位 矢野
100m自由形 優勝 時松

平成30年度　　　　部活動成績一覧　　　　　　　運動部

ハイスクールジャパンカップシングルス
宮崎県予選会

宮崎県高等学校総合体育大会

女子シングルス

女子ダブルス

全国 高等学校総合体育大会
カヌー競技

第７３回国民体育大会カヌー競技

カヌー部

ソフトテニス部

県高校一年生大会

平成３０年度宮崎県高等学校新人ソフトテニス競技大会

宮崎県高等学校総合体育大会

平成３０年度　全九州総合体育大会　カヌー
競技

女子ダブルス

女子シングルス

県高校新人体育大会　弓道競技

宮崎県高等学校総合体育大会

ボート部

弓　　　道

ハンドボール

第３１回　全国弓道大会

県高校新人体育大会　ボート競技

水泳部 宮崎県高等学校総合体育大会

県ジュニアテニストーナメント

県高校新人戦テニス競技

テ　ニ　ス部

宮崎県高等学校総合体育大会

全日本ジュニア選手権宮崎県予選

バドミントン部

宮崎県高等学校総合体育大会

平成３０年度　全九州総合体育大会　テニス競技

全日本ジュニアテニス選手権大会　九州地区
大会

県高校一年生大会　テニス競技

バスケットボール部

女子シングルス

女子ダブルス

女子ダブルス

女子ダブルス

シングルスの部

女子シングルス



200m自由形 優勝 時松
400m自由形 ３位 那須
800m自由形 優勝 那須

100mバタフライ ３位 石原
200mバタフライ 2位 石原

5位 大川
6位 谷口

4×100mメドレーリレー 2位 児玉・谷口・石原・時松
4×100mフリーリレー 優勝 時松・児玉・那須・野崎
4×200ｍフリーリレー 優勝 時松・児玉･那須・石原

平成30年度全九州高等学校体育大会 100m自由形 6位 時松
女子総合 2位 矢野、大川、那須、稲益

4×50mメドレーリレー 2位 矢野、大川、那須、稲益
4×50mフリーーリレー 3位 矢野、大川、那須、稲益

200m平泳ぎ 1位 中塚
50m平泳ぎ 2位 中塚

2位 那須
3位 稲益

200m自由形 3位 那須
100ｍ自由形 4位 野口
200m背泳ぎ 4位 矢野
100ｍ背泳ぎ 3位 矢野
50m平泳ぎ

100ｍ平泳ぎ
平成30年度全九州高等学校選手権新人水泳競技大会 女子200ｍ自由形 4位 時松

男子50m平泳ぎ
男子100m平泳ぎ
女子100m自由形 優勝 時松
女子200m自由形 優勝 時松

〃 ３位 那須
女子400m自由形 ３位 那須
女子100m背泳ぎ ３位 矢野
女子200m背泳ぎ ４位 矢野
女子50m平泳ぎ ５位 大川
女子50m平泳ぎ ７位 谷口
女子100m平泳ぎ ８位 谷口
女子200m平泳ぎ ３位 大川

女子50mバタフライ ４位 野崎
女子400mリレー ２位 時松・那須・石原・野崎

女子400メドレーリレー ２位 矢野・大川・石原。時松
個人ダブルス ３位 岩切・百武

個人シングルス ３位 岩切
団体 第3位 甲斐・山田・図師・田村・倉本・兒玉・森下

個人・ダブルス 準優勝 山田・兒玉

個人・シングルス 第3位 図師
県高校新人体育大会　卓球競技 団体(学校対抗) ３位 甲斐・山田・圖師・田村・倉本・兒玉・森下

団体 優勝 松下・徳村・今山・立本・坂本・大久保・細川・川恵衛
個人ダブルス ３位 松下・德村

個人シングルス 優勝 松下 幸也

〃 準優勝 德村
団体 ３位 松下・徳村・今山・立本・坂本・大久保・細川・川恵衛

個人ダブルス 準優勝 松下・徳村 
個人シングルス 3位 德村

団体 準優勝 細川・今村・川衛・中嶋

個人・ダブルス 第3位 細川・川衛

個人・シングルス 第3位 細川
団体(学校対抗) 優勝 大久保・坂本・立本・細川・今村・川衛・中嶋
個人・ダブルス 準優勝 立本・細川

〃 ３位 川衛・中嶋

個人・シングルス ３位 立本

女子総合 優勝 12連覇

100m 優勝 神田　
〃 2位 山田　
〃 3位 長谷川　

200m 優勝 神田　

〃 2位 森山

〃 3位 石田　

400m 優勝 森山　

〃 2位 久保

〃 4位 那須

800m 6位 平井

100mハードル 2位 長谷川

〃 3位 中村

〃 4位 藤澤　

400mハードル 優勝 久保

〃 3位 宮尾　

5000m競歩 3位 有川　

4×100mリレー 優勝 山田・神田・長谷川・石田

４×400mリレー 優勝 久保・那須・神田・森山

走高跳 5位 上村、津曲

走幅跳 優勝 神田　

〃 2位 美島　

〃 4位 山田
三段跳 優勝 藤澤　

〃 2位 美島　

〃 3位 山田

やり投 3位 椎葉　

七種競技 5位 津曲

〃 6位 鼻田

トラック 優勝

フィールド 2位

女子総合 優勝 12連覇
一般女子100m 5位 神田
一般女子1500m 4位 平井

一般女子女子400メートルハードル 6位 宮尾

一般女子女子4×100mリレー 2位 山田・神田・矢野・上村

一般女子女子4×400mリレー 5位 那須・宮尾・上村・矢野

一般女子女子走幅跳 3位 神田

ジュニア女子200m 7位 上村

ジュニア女子100メートルハードル 5位 長谷川
女子総合 優勝

優勝 神田
4位 山田
優勝 神田

2位 森山

4位 大川

２位 中塚

水泳部 宮崎県高等学校総合体育大会

400m自由形

200m平泳ぎ

県高校新人体育大会　卓球競技

卓球（女子）

卓球（男子）

県高校一年生大会

県高校一年生大会

宮崎県高等学校総合体育大会

平成30年度宮崎県高等学校一年生大会
第42回水泳競技大会

平成30年度宮崎県高等学校新人総合体育
大会　第54回　水泳競技大会

宮崎県高等学校総合体育大会

平成３０年度 全九州高等学校体育大会
第７１回 全九州高等学校 卓球競技大会

陸　上　部 宮崎県高等学校総合体育大会

陸　上　部 平成３０年度　全九州高等学校体育大会
　南九州地区予選大会

第７３回九州陸上競技選手権大会 

女子100m

女子200m



女子400m 優勝 森山

女子400mH 2位 久保

女子4×100mリレー 優勝 山田・神田・長谷川・石田

女子4×400mリレー 優勝 那須・久保・神田・森山

優勝 神田

2位 美島

6位 山田　

3位 藤澤

4位 美島

5位 山田
女子トラック 優勝

女子フィールド 3位

女子総合 2位
優勝 上村
3位 中村

400メートル 優勝 上村
優勝 中村
2位 永松

走り幅跳び 4位 永松
女子トラックの部 優勝

女子トラック 優勝
女子フィールド 2位

女子総合 優勝
優勝 神田
２位 長谷川　
３位 上村

女子200m 優勝 上村
〃 3位 中村

女子400ｍ 優勝 森山
〃 ２位 上村
〃 ３位 那須　愛生（なす　ありな）

女子100mハードル 優勝 長谷川

〃 ２位 中村

〃 ３位 藤澤

女子4×100mリレー 優勝 長谷川・神田・上村・中村

女子4×400mリレー 優勝 中村・神田・上村・那須
女子　走高跳 優勝 上村
女子　走幅跳 優勝 美島
女子　三段跳 優勝 藤澤

〃 ３位 神田
女子　七種競技 優勝 津曲

〃 3位 鼻田　
女子総合 3位

女子トラック 3位
女子100m 優勝 神田
女子200m 6位 上村
女子400ｍ 4位 森山

女子4×100mリレー 優勝 長谷川・神田・上村・森山
女子4×400mリレー 6位 中村・那須・永松・上村

女子　走高跳 3位 上村
女子　走幅跳 優勝 神田

第７３回国民体育大会陸上競技 少年女子Ａ走り幅跳び ７位 神田　あやの
アンダー18　日本陸上競技選手権大会 女子　走幅跳 4位 神田　あやの

陸　上　部

陸　上　部 平成３０年度　全九州高等学校体育大会
　南九州地区予選大会

100m

第４２回　宮崎県高等学校陸上競技　１年生大会

平成30年度宮崎県高校新人体育大会

第36回全九州高等学校新人陸上競技大会

女子三段跳

女子走幅跳

女子100m

100メートルハードル



部活動名 大    会     名 種　　目 成績 氏　　　　名

個人の部 優良賞 横山、百市
団体の部 第8位 横山、百市、池宮、鬼塚
個人の部 第5位 百市
団体の部 第4位 百市、横山、寺澤
団体の部 優勝 鬼塚、百市、池宮、横山

優勝 百市
優良賞 横山

団体競技　　速度の部 第3位 目野・留奥・中窪
第３位 目野
優良賞 留奥、中窪
正確賞 留奥

個人競技　　技能の部 優良賞 池田、須田
団体競技　速度の部 準優勝 藤田・藤本・鈴木
団体競技　技能の部 準優勝 甲斐・池田・田代優

第3位 藤田、藤本
優良賞 鈴木
第2位 甲斐、池田
優良賞 田代優、原田

演劇部 第18回宮崎県高等学校演劇春の発表会 第２位 演劇部
音楽部 第４０回　宮崎県高等学校総合文化祭器楽・管弦楽部門 全国大会選抜賞 音楽部

第１６回高校生福祉文化賞エッセイコンテスト 第１分野　ひと・まち・暮らしのなかで 最優秀賞 三谷　野々香
優秀賞 蔵元、高橋
　佳　作 長友

最優秀賞 長友
優良賞 乙守
佳　作 東良、児玉、岩本、佐藤、久保田、徳田、鈴木、矢野

写真部 第４０回　宮崎県高等学校総合文化祭写真部門 銅賞 黒川

第６５回　全国高等学校珠算・電卓競技大会
電卓の部

（種目別　読上算）
佳良賞 甲斐愛梨

珠算の部　　　団　　体 ６位 新森、石井、山村
                  個人総合　 １４位 山村

                読上算　 ３等 新森
                  読上暗算　 優秀賞 新森、山村
珠算の部　　　団　　体 優　勝 新森、石井、山村

１位 新森
２位 石井、山村
３位 長友
１位 新森
３位 石井

              伝票算　 １位 山村
              読上算　 １位 新森

1位 新森
３位 山村

電卓の部　　　団　　体 優勝 小園、甲斐、藏元
１位 小園
２位 甲斐
３位 藏元、市原
１位 甲斐
２位 小園
１位 小園
２位 甲斐
１位 小園
２位 市原
３位 甲斐

珠算の部　　　団　　体 優　勝 山村、長友
１位 山村
２位 長友

種目別　　　　応用計算　 １位 山村
　　　　　　　　　　読上暗算　 ２位 長友

１位 山村
２位 長友
１位 山村
２位 長友

電卓の部　　　団　　体 優勝 小園、市原、甲斐
１位 小園　
２位 市原、甲斐
３位 藏元
１位 小園
２位 市原
３位 甲斐
１位 小園
２位 甲斐
３位 市原
１位 小園
２位 市原

優秀賞 三浦、吉ノ元、大野、原、高木、緒方
吉ノ元　陽香　（よしのもと　はるか）
大野　裕里愛　（おおの　ゆりあ）
原   　里奈　（はら　りな）
髙木　宏嘉　（たかき　ひろか）
緒方　麻璃亜　（おがた　まりあ）

平成30年度　全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会　席上揮毫大会 個人の部 優秀賞 吉ノ元
平成30年度　全九州高等学校総合文化祭鹿児
島大会　席上揮毫大会

個人の部 優秀賞 吉ノ元

推薦 三浦
特薦 谷口

準特選 那須
準特選 原　

第７０回記念　宮日美展 特薦 緒方　麻璃亜
優秀賞 緒方　、椎葉
奨励賞 髙木

日高　咲
準特選 本田、圖師、髙木、緒方、椎葉
入　選 東原

第６３回宮崎県吹奏楽コンクール 高校Ａパート 金賞
第４０回宮崎県高等学校総合文化祭吹奏楽部門 一般演奏の部 優秀賞 吹奏楽部

地区合同演奏の部 優秀賞 吹奏楽部
優秀賞 三谷
奨励賞 宮城
奨励賞 大久保
奨励賞 重信

第42回全国高等学校総合文化祭 文芸部門 文化連盟賞 佐藤
第8回牧水・短歌甲子園 団体戦 準優勝 森山・船ヶ山・黒木

個人戦 笹公人賞 黒木
第４０回宮崎県高等学校総合文化祭文芸部門 文芸部誌部門 奨励賞 文芸部

奈良商工会議所会頭賞

スピーチの部

レシテーションの部

個人総合　

種目別　　   応用計算

                  読上算　

個人の部

                  伝票算　  

　　　　　　　　　　伝票算　

高校生の部第８回青の國若山牧水短歌大会

　　　          　  個人総合

種目別　　応用計算　

                読上暗算　

                  個人総合　

種目別　　 応用計算

            読上算　

            伝票算　

                    個人総合　

　　　　　　　　　　読上算　

書道部

平成30年度　　　　部活動成績一覧　　　文化部、委員会活動

個人の部

個人競技　　速度の部

個人競技　速度の部

個人競技　技能の部

高校生の部第１１回　恋人の聖地「綾町・照葉短歌賞

文芸部

全商スピーチコンテスト

第３４回宮崎県商業高等学校英語スピーチコンテスト

第４０回宮崎県高等学校総合文化祭書道部門

第６５回　日本学書展

吹奏楽部

珠算電卓部

平成３０年度　第70回全九州高等学校珠算・電卓競技大会 

平成３０年度全国・全九州高等学校
珠算・電卓競技大会宮崎県予選会

平成３０年度
第６９回　宮崎県高等学校珠算・電卓競技大会

第53回高野山競書大会

ワープロ部
第６６回宮崎県ワープロ高等学校競技大会

第54回宮崎県高等学校新人ワープロ競技大会

国語科

ITソリューション部
平成30年度　全国情報処理競技大会

平成30年度　全国ＩＴ簿記選手権大会
九州・沖縄ブロック

平成30年度　第31回宮崎県高等学校情報処理
競技大会



詩部門 最優秀賞 川口
俳句部門 最優秀賞 船ヶ山

詩のボクシング団体戦 準優勝 文芸部
第2回全九州高等学校総合文化祭 文芸部門 詩部門 優秀賞 川口
平成３０年度高文連表彰 文芸部門 芸術文化功労賞 川口

全国大会選抜賞 佐藤
平成30年度　第34回宮崎県高等学校簿記コンクール 団体の部 準優勝 谷本・小屋敷・齊藤

個人の部 第3位 谷本　
個人の部 優良賞 小屋敷

漫画研究部 記紀編纂１３００年記念事業
宮崎の民話・神話　黒板アート作品コンクール

最優秀グランプ
リ

川口　愛莉

第４２回　全校高等学校総合文化祭 文化連盟賞
第４０回　宮崎県高等学校総合文化祭 最優秀賞

箏曲部

文芸部

簿記部


