
部活動の成績（全国大会参加一覧）

文 化 部 ・ 個 人 国 民 体 育 大 会 全 国 大 会 ・ 団 体 年 

体操部（明治神宮大会）優勝 昭12

柔道部（全日本中学校選手権大会） 　14

中村史朗 （明治神宮大会・体操）個人優勝 　17

鍋谷鐵巳（国体・体操）個人優勝 体操部（第1回国体優勝） 　21

小野　喬（国体・体操）個人優勝 体操部優勝・バスケット部 　22

小野　喬 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部優勝 体操部（第1回インターハイ）優勝 　23

体操部優勝 　25

体操部優勝 　26

鈴木格悦 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部優勝 体操部優勝 　27

梶原義実 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部 　28

体操部優勝・バレー部（姫路） 　30

平川文雄 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部優勝 体操部優勝・バレー部（西 条）優勝 　31

体操部優勝・バレー部（神奈川） 
第 ３ 位 

体操部優勝・バレー部（仙台 ）準優勝・ 
剣道部 

　32

建部盛蔵 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部優勝・剣道部 　33

剣道部 体操部優勝・バレー部（秋田） 　34

体操部優勝・剣道部 　35

小野喬夫 （インターハイ・体操）個人優勝 体操部（秋田）優勝 体操部優勝 　36

大山保夫 （インターハイ・柔道）第3位入賞 バレー部（岡山） バレー部（福井） ・柔道部 　37

体操部・バレー部（丸亀） 
硬式野球部（甲子園） 

　38

硬式野球部（新潟） 体操部 　39

体操部 　40

バレー部（大分） 体操部準優勝 　41

体操部準優勝・バレー部（長野） 　42

杉原正規 （インターハイ・走高跳）第 ３ 位入賞 体操部 　43

体操部 　47

軟式庭球部 軟式庭球部 　48

将棋団体戦全国大会出場 軟式野球部第3位（茨城） 軟式野球部（第19回大会藤井寺） 　49

将棋団体戦全国大会出場 　50

体操部 　51

演劇部・斉藤和哉 （インターハイ・柔道） 
重量級優秀選手賞 

体操部 
体操部・硬式野球部（甲子園） 
軟式庭球部 

　52

演劇部（第24回大会）優秀賞 
八木沢哲明（囲碁全国大会出場） 

体操部・硬式野球部（甲子園） 　53

軟式野球部（宮崎） 
体操部・軟式野球部準優勝（第24
回大会藤井寺） ・柔道部 

　54

軟式野球部（栃木）優勝 体操部・軟式野球部（第25回大会藤井寺） 　55

体操部・軟式野球部（第26回大会明石） 　56

体操部・軟式野球部（島根） 
体操部・軟式野球部優勝（第27回 
大会明石） ・柔道・軟式庭球部 

　57

体操部・軟式野球部第3位（群馬） 
体操部・軟式野球部ベスト ４ 
（第28回大会明石） 

　58

館岡潤（インターハイ・体操床） 
第2位入賞 

体操部・軟式野球部第3位（奈良） 
体操部・軟式野球部ベスト ４ 
（第29回大会明石） ・軟式庭球部 

　59

館岡潤（インターハイ・体操床） 
第3位入賞 

体操部・軟式野球部・陸上 部（鳥取） 
体操部第 ６ 位・軟式野球部ベスト ４ 
（第30回大会明石） ・陸上部 

　60

体操部・陸上部（山梨） 
体操部・軟式野球部（第31回大会 
明石） ・陸上部 

　61

宮腰睦子 （第39回全国高校英語弁論大会出場） 体操部・水泳部（沖縄） 体操部・水泳部・空手道部 　62

笠井猛（国体・棒高跳び）第6位 体操部・陸上部（京都） 体操部 　63
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文 化 部 ・ 個 人 国 民 体 育 大 会 全 国 大 会 ・ 団 体 年 

ＮＨＫ杯全国放送コンテスト 体操部・水泳部 体操部・軟式庭球部・空手道部 平元 

秋林康範（将棋全国大会出場） 体操部・陸上部 体操部・陸上部・空手道部 　2

ＮＨＫ杯全国放送コンテスト放送 
コンクール全国大会 
今立朋子・加賀谷理恵子（第14回 
全国高校柔道選手権大会） 

体操部・陸上部 体操部・陸上部 　3

今立朋子・加賀谷理恵子（第15回 
全国高校柔道選手権大会） 
石山　明（国体・バレーボール） 
菊地　裕（国体・空手道部） 

柔道部（女子） ・体操部・陸上部 

硬式野球部（甲子園） ・軟式野球部 
（第37回大会明石） ・柔道部（女 
子）インターハイ・選抜大会・体 
操部・陸上部・空手道部 

　4

佐藤弘子（第16回全国高校柔道選 
手権大会） 
納谷博仁（国体・走高跳び）第8位 

体操部 
体操部・陸上部（納谷） ・柔道部 
（女子）インターハイ・選抜大会 

　5

中村寿史（国体・体操） 　6

田村悠也・佐藤昭人 （インターハイ・ 
ジャパンカップ第9位入賞・軟式庭球部） 
佐藤昭人（国体・軟式庭球部） 
中村寿史 （インターハイ・国体・体操） 

軟式野球部（福島） 
軟式野球部準優勝 （第40回明石大会） 
柔道部（女子） 

　7

細田　泉 （第19回全国高校柔道選手権大会） 軟式野球部準優勝（第41回明石大会） 　8

荒川ますみ・佐々木瞳・関恵美子 
（第20回全国高校柔道選手権大会） 
今立　裕（国体） 
細田　泉（国体・第20回全国高校 
柔道選手権大会ベスト8） 

体操部・柔道部（男子） 　9

半田美幸 （第21回全国高校柔道選手権大会） 
佐藤寛仁・山須田健太郎・熊谷剛 
（インターハイ・柔道） 
児玉浩二・佐藤康一 （インターハイ・体操） 
細田泉・佐藤寛仁（全日本ジュニ 
ア・柔道） 

柔道部（女子） ・山岳部（縦走第3位） 10

全国高校総合文化祭（新聞部） 
ＮＨＫ杯全国放送コンテスト 
全日本ＡＲＤＦ競技大会（無線部） 
佐藤康一・児玉浩二 （インターハイ・体操） 
野呂裕太郎（ジュニアオリンピッ 
ク優勝、インターハイ・陸上） 
菅原知佳子 （第22回全国高校柔道選手権大会） 
高橋真由美 （インターハイ・空手道） 

空手道部（女子） （熊本） 11

全国高校総合文化祭（新聞 部） （放送部） 
ＮＨＫ杯全国放送コンテスト 
全日本ＡＲＤＦ競技大会（無線部） 
伊藤春奈・金澤里奈（第23回全国 
高校柔道選手権大会） 
野呂裕太郎・大山晴喜 （インターハイ・陸上） 
平川雄貴・大高　実 （インターハイ・体操） 

体操部・陸上部（富山） 12

野呂裕太郎（インターハイ・陸上） 
平川雄貴（インターハイ・体操） 
工藤秀樹（インターハイ・柔道） 
佐藤愛美 （ＮＨＫ杯全国放送コンテスト ） 
工藤絢子 （全国高校文芸コンクール ） 

体操部・陸上部（宮城） 
ソフトテニス（宮城） 

柔道部（女子） 13

弁論部 （全国高校ディベート選手権 大会） 
囲碁・将棋部 （全国高校囲碁将棋選手権大会男子団体） 
能登万祐子 （全国大会アナウンス部門） 
齋藤孝仁 （全国高校総合文化祭囲碁部門 ） 
高橋・佐藤組 （インターハイ・ソフトテニス男子） 
平川雄貴（インターハイ・体操） 

空手道部（女子） 14



文 化 部 ・ 個 人 国 民 体 育 大 会 全 国 大 会 ・ 団 体 年 

成田祐一（インターハイ・陸上） 
山田優史・高橋弘太郎 （インターハイ・体操） 
田森浩康・川村桃子 （インターハイ・空手道） 
弁論部 （全国高校ディベート選手権 大会） 
水林亨（全国囲碁選手権大会） 
能登万祐子・三浦綾子（全国大会 
アナウンス部門） 
大山芽実（全国大会朗読部門） 

陸上部 空手道部（選抜大会） 15

半田幸輝・田中修平 （インターハイ・柔道） 
牧野圭将（インターハイ・空手道） 
杉渕有希 （全国高校柔道選手権大会 ） 
放送部 （ＮＨＫ杯全国高校コンテス ト） 
囲碁部（全国高校囲碁選手権大会） 
弁論部 （全国高校ディベート選手権 大会） 
佐藤夏希 （全国高等学校総合文化祭・囲碁 ） 
大塚　健（全国高等学校将棋竜王 
戦） （全国高校新人大会・将棋） 
鈴木ゆう紀 （全国高等学校総合文化祭・放送） 

柔道部（女子） 
体操部 
山岳部（女子） 

16

弁論部 （全国高校ディベート選手権 大会） 
囲碁部（全国高校囲碁選手権大会） 
長岡拓美（全国高校囲碁選手権大 
会個人の部） （全国高等学校総合文 
化祭・囲碁部門） 
大塚　健 （全国高等学校将棋新人大会・将棋部門 ） 
信太香澄美・原田郁（ＮＨＫ杯全 
国高校コンテスト・放送部） 
細田早希子・青山直実（全日本Ａ 
ＲＤＦ大会・無線部） 
椎名香純・豊澤諒 （インターハイ・柔道） 
田森浩康（インターハイ・空手道） 
三浦貴大・柴田康之（インターハ 
イ・ソフトテニス） 

体操部 
柔道部（女子） 
空手道部（女子） 

17

弁論部 （全国高校ディベート選手権 大会） 
囲碁部（全国高校囲碁選手権大会） 
放送部（ ＮＨＫ杯全国高校コンテス ト ） 
牧野緑・牧野友花（全日本ＡＲＤ 
Ｆ競技大会・無線部） 
大塚　健 （ 全国高等学校将棋大会・ 
将棋部門 ） 
長谷川貴広・松田大輝（全国高校 
囲碁選手権大会個人の部） 
椎名香純（インターハイ・柔道） 

体操部（インターハイ） 
空手道部（選抜大会） 

18

秋林萩乃（ＮＨＫ杯全国高等学校 
放送コンクール・放送部） 
佐藤有早・佐々木詩穂（全日本Ａ 
ＲＤＦ競技大会・無線部） 
松田大輝（全国高等学校囲碁選手 
権・全国高等学校総合文化祭　囲 
碁部門・囲碁・将棋部） 
弁論部（全国中学校・高等学校 
ディベート選手権） 

椎名香純（国体・柔道部） 
体操部（国体） 
平本拓翔・山田貴大（全日本ジュ 
ニア体操競技選手権大会１部・体 
操部） 

椎名香純（柔道部） 
体操部 

19

船山美里・秋林萩乃・平山翠利 
（ＮＨＫ杯全国高等学校放送コン 
クール・放送部） 
秋林萩乃 （全国高校総合文化祭・放送部 ） 
無線部（全日本ＡＲＤＦ競技大会） 
佐藤有早・佐々木詩穂・藤田舞・ 
田代瑞葉（全国高校ＡＲＤＦ競技 
大会・無線部） 
山崎友 （全国高校総合文化祭・美術 部） 
大高綾・小林茜・淡路真奈美（全 
国高校生短歌大会・文芸部） 

船山美智子（国体・陸上競技部） 
平元拓翔・木村学人・山田貴大 
（国体・体操部） 
平元拓翔（全日本ジュニア体操競 
技選手権大会１部・体操部） 
山田貴大 （ 全国体操競技選抜大会・ 
体操部 ） 

体操部男子団体 
船山美智子（陸上競技部） 
信太耀介（柔道部） 

20


