
和歌山北高等学校 北校舎トピックス
３０－８ （１１月）

○ 駅伝（女子）・サッカー（男子）全国大会へ

第３０回女子全国高等学校 第９７回全国高校
駅伝競走大会 サッカー選手権大会

と き １２月２３日（日）１０：２０スタート と き １２月３０日（日）～１月１４日（月）

ところ 京都市 ところ 東京・神奈川・埼玉・千葉 ４都県９会場

陸上競技部女子は、１１月３日（土）に行われた全国高校駅伝県予選会で、サッカー部男子は、１１月１８日（日）に行われ

た全国高校サッカー選手権和歌山県大会で初芝橋本高校を破り、それぞれ優勝を果たし、全国大会への出場権を得ました。

○ 部活動 秋の成績【他クラブも多数入賞しました】 おめでとう!!

水泳（県高校新人選手権大会）
女子 男子
自由形100m 優勝 森 愛菜 自由形50m 優勝 門口 泰我 陸上競技
自由形100m ３位 古田 瑞季 自由形50m ２位 饗庭帆乃汰 （県高校駅伝

自由形200m 優勝 武中香奈枝 背泳ぎ50m ２位 津村 晃照 競走大会）

自由形200m ２位 藤本 天海 背泳ぎ200m ３位 津村 晃照 男子 ２位
自由形200m ３位 森 愛菜 平泳ぎ100m ３位 明楽 優希
自由形400m 優勝 藤本 天海 平泳ぎ200m ２位 明楽 優希
自由形400m ３位 吉田 愛望 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m ２位 井本 流星 フェンシング
自由形800m 優勝 吉田 愛望 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ200m ２位 井本 流星 （県高校新人大会）

背泳ぎ50m 優勝 武中香奈枝 ﾘﾚｰ400m 優勝 門口･饗庭･明楽･井本 男子団体
平泳ぎ50m ２位 西浦 初希 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ400m 優勝 門口･明楽･井本･饗庭 ２位
平泳ぎ100m 優勝 中尾 有稀
平泳ぎ200m 優勝 中尾 有稀
ﾘﾚｰ400m 優勝 武中･藤本･中尾･森 ソフトテニス（県高校新人選手権大会）

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ400m 優勝 武中･中尾･吉田･藤本 男子団体 優勝
男子個人 優勝 濱田 祐・小原 雅也組

２位 勝浦 颯人・北原 正博組
レスリング（県高校新人大会） ３位 中野 智稀・渡邊 成翔組
男子団体 優勝
51kg級 優勝 澤田 幸明
55kg級 優勝 森 靖仁 柔道（県高校新人大会） バスケットボール
60kg級 優勝 谷口 虎徹 男子団体 ３位 （県高校秋季選手権大会）

65kg級 優勝 中村 緋水 66kg級 優勝 伊藤 勇喜 女子 ３位
65kg級 ２位 池端 珠理 73kg級 優勝 滝本 大和
71kg級 優勝 房本 拓 73kg級 ３位 川合三四郎
80kg級 優勝 茂野 吏玖 81kg級 ３位 吉田 凌吾 ボート（全国高校選抜
80kg級 ２位 山形 樹 90kg級 ２位 仲 友統 ボート大会近畿地区予選会）

92kg級 ２位 久保裕次郎 100kg級 ２位 田村 海 女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
125kg級 優勝 山口 拓真 100超kg級 ３位 加藤 仁 ２位 那須 華鈴

体操（県高校新人大会） 剣道（県下高校学年別選手権大会）
女子 男子 ２年男子 優勝 松崎 秀翔
団体総合 優勝 個人総合 ３位 山本 千風 ３位 丸島 己歩
個人総合 優勝 奥間 千尋 あん馬 ３位 山本 千風 ２年女子 ３位 永井 志歩

２位 九鬼ほのか 平行棒 ３位 山本 千風
３位 佐竹 小粋 鉄棒 ３位 山本 千風

跳馬 優勝 奥間 千尋 水泳（第２回近畿高校新人水泳競技大会）
２位 九鬼ほのか 女子自由形400m
３位 佐竹 小粋 ソフトテニス 優勝 藤本 天海

段違い平行棒 優勝 奥間 千尋 （第１３回ジュニアジャパンカップ）

２位 佐竹 小粋 U20ｼﾝｸﾞﾙｽの部
３位 九鬼ほのか ３位 嶋田 恵太 陸上競技

平均台 優勝 奥間 千尋 （U20･U18日本陸上競技選手権大会）

２位 佐竹 小粋 U20男子三段跳
３位 九鬼ほのか 県高校総合文化祭 ６位 荒木 基

ゆか 優勝 奥間 千尋 写真部門 U18女子走高跳
２位 九鬼ほのか 佳作 大仲 凌介 優勝 松本 万鈴
３位 佐竹 小粋


