
平成２８年度 部活動記録 
 
■平成２８年度 岐阜県競技力強化指定部（９部） 
 ・水泳       ・陸上競技・    ・バスケットボール女子  ・バドミントン女子  
・バレーボール男子 ・バレーボール女子 ・テニス男子       ・テニス女子     ・空手道 

 
■平成２８年度 岐阜県高等学校文化部活動振興指定部（２部） 

吹奏楽部  吹奏楽部（マーチングバンド） 
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■世界大会出場 
 ・第２４回日・中・韓ジュニア交流競技会（中国）    陸上競技部 女子1名 
 ・２０１６年度ジュニアブロックシンガポール大会    水泳部   女子１名 
 ・第１２８回ローズパレードアジアオセアニア地域代表（アメリカ）  吹奏楽部  ８６名 
 
■全国大会での成績  
＜運動系＞ 
・平成２８年度全国高等学校総合体育大会        陸上競技部女子 １００ｍ２位 

        バレーボール部男子 ベスト８  
                                  優秀選手２名 
・第７１回国民体育大会                陸上競技部 少年女子Ａ１００ｍ３位 

少年女子共通棒高跳６位 
空手道部  組手団体５位 
ボクシング フライ級５位   

・平成２８年度全国高等学校選抜大会          バドミントン部女子 ダブルス５位 
・第７２回国民体育大会冬季大会            スキーモーグル 都道府県男女総合６位 女子１名 

 
＜文化生産系＞ 
・第４４回マーチングバンド全国大会          吹奏楽部  中編成の部 銀賞 ６位 
・第１７回高校生国際美術展              書道部   奨励賞 
・第４８回全国高等学校選抜速記競技大会              速記部   団体準優勝 
・第８６回全国高等学校速記競技大会          速記部    個人 優勝・個人３位 

団体 準優勝     
・第２８回全国高等学校情報処理競技大会        ＥＤＰ部  団体 優勝  
                        個人 準優勝 
・第３２回全国高等学校簿記コンクール 全国大会    簿記部   団体 優勝（３年連続２１回目） 
                        個人 準優勝・３位・４位  
・第３６回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 簿記部門  簿記部   団体 優勝（３年連続２２回目） 

                        個人 優勝・準優勝・３位・４位 
６位・７位 

日商簿記1級部門   簿記部   団体 準優勝 
                        個人 ４位・５位・８位 
       ＩＴ部門       ＥＤＰ部  団体 準優勝 

           個人 ６位 
ＦＥ部門       ＥＤＰ部  団体 優勝（１１年連続１１回目） 

個人 優勝・３位・８位 
・日商簿記―１グランプリ2016             簿記部 優勝 
・楽天 IT甲子園2016                 国際コミュニケーション科 売上ＮＯ１ 特別賞 
・JICA国際協力中学生・高校生ｴｯｾｲｺﾝﾃｽﾄ 2016      佳作 



■全国大会出場 
＜運動系＞ 
・平成２８年度全国高等学校総合体育大会（７１名） テニス部     男子 ５名・女子 ２名 

陸上競技部   女子 ９名 
バレーボール部   男子１３名・女子１３名 
バドミントン部   女子 ８名 
空手道部   男子 ８名・女子 ７名 
水泳部    男子 ５名・女子 １名  

・第７１回岩手国体（１６名）           水泳部       男子 ３名・女子 １名  
テニス部      男子 １名・女子 １名 
陸上競技部     男子 １名・女子 ４名 

                 バドミントン部   女子２名 
空手道部      男子 １名・女子 １名 
ボクシング     男子 １名（フライ級） 

・第４７回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会   バスケットボール部 女子１９名 
・第６９回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権大会    バレーボール部   男子１９名・女子１９名 
・平成２８年度全国高等学校選抜大会（５４名）   テニス部      男子 ９名・女子 ９名 

ハンドボール部   女子１２名 
バドミントン部   女子 ８名 
空手道部      男子 ９名・女子 ７名 

 
＜文化生産系＞ 

・第４４回マーチングバンド全国大会        吹奏楽部      ８６名 
・第４０回全国高等学校総合文化祭 広島大会    書道部        １名 
・第２５回国際高校生選抜書展           書道部       ４０名 
・高校生いけバトル交流戦             茶華道部       ２名 
・第３３回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 英会話部       １名 
・第６３回全国高等学校珠算電卓競技会       珠算部        ２名 
・第８６回全国高等学校速記競技大会        速記部       ２０名 
・第４８回全国高等学校選抜速記競技大会      速記部       １３名 
・第２８回全国高等学校情報処理競技大会      ＥＤＰ部       ４名 
・第１４回全国高等学校ﾊﾟｿｺﾝｺﾝｸｰﾙ  
ﾊﾟｿｺﾝ甲子園２０１６ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ部門        ＥＤＰ部       ２名 

・第３６回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会    ＥＤＰ部ＦＥ部門  １０名 
ＥＤＰ部ＩＴ部門  １０名 
簿記部簿記部門   １０名 
簿記部日商１級部門 １０名 

・第３２回全国高等学校簿記コンクール       簿記部        ４名 
・第２４回全国高等学校生徒商業研究発表大会    ＬＯＢ部        ６名  

 
■東海大会での成績 
＜運動系＞ 
・第６３回春季東海地区高校野球大会        硬式野球     準優勝 
・第６３回東海高等学校総合体育大会        テニス部     男子団体３位 

男子シングルス優勝 
女子団体３位 

ソフトテニス部  男子団体３位 
陸上競技部     女子総合３位 

                                 女子１００ｍ優勝 
女子２００ｍ準優勝 



女子４００ｍＨ優勝 
女子４００ｍＲ３位 
女子７種競技準優勝 

バドミントン部  女子団体優勝 
空手道部     男子団体組手３位 

男子個人組手３位 
男子個人形３位 
女子団体組手３位 

・平成２８年度東海総合バドミントン選手権大会    バドミントン部 ｼﾞｭﾆｱ女子シングルス優勝 
ｼﾞｭﾆｱ女子ダブルス 準優勝 

・第３９回全国選抜高校テニス大会東海地区大会    テニス部    男子団体3位 
・第１９回東海高等学校新人陸上競技選手権大会    陸上競技部   男子２００ｍ３位 

女子棒高跳２位 
・第３８回東海高等学校空手道選手権大会       空手道部    男子団体組３位 

男子個人組手３位 
男子個人形３位 
女子団体組手３位 

・第４５回全国高等学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会東海地区予選 バドミントン部 女子団体優勝 
                                   女子シングルス優勝・準優勝 
                                   女子ダブルス優勝 

 
 ＜文化生産系＞ 

・第４２回マーチングバンド東海大会         吹奏楽部    金賞 
・第２５回国際高校生選抜書展            書道部     団体準優勝 
・Ｉｋｅｎｏｂｏ花の甲子園２０１６東海地区大会   茶華道部    ﾁｰﾑﾜｰｸ賞（東海ブロック2位相当） 
・平成２８年度簿記競技会（中部大会）        簿記部     団体３位 
・平成２８年度電卓競技会（中部大会）        簿記部     個人優勝 
・第１０回東海地区高等学校生徒商業研究発表大会   ＬＯＢ部    優秀賞 
・第３８回東海地区高等学校商業実務総合競技大会   速記部     団体準優勝 

ＥＤＰ部    団体３位 
簿記部     団体準優勝・個人優勝 

■東海大会出場 
＜運動系＞ 
・第６３回春季東海地区高校野球大会    硬式野球部   男子２１名 
・第６３回東海高等学校総合体育大会         テニス部    男子 ６名・女子 ６名  

                  ソフトテニス部 男子１０名  
陸上競技部   男子１８名・女子１５名 

                  ハンドボール部 女子１４名  
バレーボール部 男子１５名・女子１５名 
バスケットボール部  女子１６名  
バドミントン部 女子 ８名 
柔道部  女子 ４名 
剣道部  女子 １名 
空手道部  男子 ９名・女子 ９名 
水泳部     男子１６名・女子１３名 

・第１９回東海高等学校新人陸上競技選手権大会    陸上競技部  男子１１名・女子１４名  
・第３９回全国選抜高校テニス大会東海地区予選大会  テニス部    男子 ９名・女子 ９名  
・第３７回東海高校新人空手道選手権大会       空手道部    男子１３名・女子 ７名 
・第２７回東海高等学校駅伝競走大会         陸上競技部   女子 ８名 
・平成２８年度東海高等学校新人卓球大会       卓球部     男子 ９名・女子４名 



・第４７回東海高等学校選抜ソフトテニス大会     ソフトテニス部 男子 ８名 
・第４５回東海高校ハンドボール選手権大会兼 
第４０回全国高等学校選抜大会東海地区予選会    ハンドボール部 女子１２名 

・平成２８年度全国高等学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ東海地区予選会 バドミントン部   女子 ９名 
・第３０回東海高等学校バスケットボール新人大会   バスケットボール部 女子１６名 
 

 ＜文化生産系＞ 
・第４２回マーチングバンド東海大会         吹奏楽部    ８６名  
・第３８回東海地区高等学校商業実務競技大会     速記部     ５名  

簿記部     ５名  
ＥＤＰ部    ５名  
珠算部     ３名  
ワープロ部   ５名  

 
■主な県大会 
＜運動系＞ 

・平成２８年度春季岐阜県高校野球大会        硬式野球部 優勝 
・平成２８年度岐阜県高等学校総合体育大会      テニス部  男子団体優勝・ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝 
                                女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝 
                          陸上競技部 女子団体優勝 
                                男子個人優勝１種目 
                                女子個人優勝７種目 

バレーボール部 男子優勝 
        女子優勝 
バドミントン部 女子団体優勝 
        ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝 
空手道部  男子団体組手 優勝 
      個人組手優勝・個人形優勝 
      女子団体組手 優勝 
      個人組手優勝 

・平成２８年度岐阜県高等学校新人大会        テニス部  男子団体優勝 
                                  女子団体優勝 
                            陸上競技部 男子総合優勝 
                                  女子個人優勝３種目 
                            水泳部   男子総合優勝 
                                  男子個人優勝３種目 
                                  女子個人優勝５種目 
                            空手道部  男子団体組手優勝・男子団体形優勝 
                                  男子個人組手優勝・男子個人形優勝 

女子団体組手優勝・女子個人組手優勝 
 
＜文化生産系＞ 

・第５９回中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会    吹奏楽部  金賞 
・第３２回岐阜県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  吹奏楽部  金賞 
・高校生花いけ花バトル               茶華道部  優勝 
・第６３回全国高等学校珠算・電卓競技大会岐阜県予選 珠算部   読み上げ暗算 優勝 
・第３６回全国高等学校速記競技大会岐阜県予選    速記部   団体優勝・個人優勝 
・第４９回全国高等学校選抜速記競技大会岐阜県予選  速記部   団体優勝 

                                  個人Ａ級優勝・個人Ｂ級優勝 
 



  ・第３１回岐阜県高等学校新人ワープロ競技大会    ワープロ部 個人１年生の部優勝 
  ・第２９回岐阜県高等学校情報処理協議大会      ＥＤＰ部  団体優勝・.個人優勝 
 ・第３２回全国高等学校簿記コンクール岐阜県予選   簿記部   団体優勝・個人優勝 
・第６２回岐阜県高等学校商業実務競技大会      速記部   団体優勝・個人上級優勝・個人初級優勝 

                            簿記部   団体初級優勝・個人初級優勝 
                            ＥＤＰ部  団体上級優勝・個人上級優勝 
                                  団体初級優勝・個人初級優勝 
                            珠算部   個人種目別応用計算優勝 


