
平成２５年度の活躍 

 

■第１回校納式 ５月２４日（金） 

１ 陸上競技部 

◇第２７回小瀬カーニバル 

３Ｂ 市川 翔 高校男子ハンマー投  第１位  

◇第６５回山梨県高等学校総合体育大会 

２Ａ 深澤 拓己 男子１００ｍ  第５位、男子２００ｍ  第５位  

３Ｂ 井上 大地 男子５０００ｍＷ  第３位  

２Ｂ 若林 亮太 男子５０００ｍＷ  第４位 

１Ｃ 佐野 晴菜 女子５０００ｍＷ  第６位  

３Ｂ 市川 翔 男子ハンマー投  第２位  

３Ｂ 望月 俊希 男子やり投  第５位 

３Ｃ 石川 果歩 女子円盤投  第２位、女子砲丸投  第３位、女子やり投  第４位  

２Ｂ 今村 美月 女子やり投  第２位 

２Ｂ 木村 奈那 女子走高跳  第６位  

 

２ 男子ソフトボール部 

◇春季大会  優勝 

◇第６５回山梨県高等学校総合体育大会  優勝 

 

３ カヌー部 

◇第９回山北町丹沢湖カヌーポロ大会  チャレンジクラス  優勝 

◇平成２５年度関東カヌーポロ選手権  第３位 

 

■第２回校納式 ７月４日（木） 

１ 陸上競技部 

◇第６７回山梨県陸上競技選手権大会 

２Ａ 深澤 拓己 男子２００ｍ  第６位  

２Ｂ 若林 亮太 男子５０００ｍＷ  第８位  

３Ｂ 市川  翔 男子ハンマー投  第８位  

３Ｂ 望月 俊希 男子やり投  第３位  

２Ａ 望月 渓佑 男子やり投  第７位  

３Ｃ 石川 果歩 女子ハンマー投  優勝、女子円盤投  第２位、女子砲丸投  第４位 

３Ａ 田中 葵玲  々 女子ハンマー投  第４位  

２Ｂ 今村 美月 女子やり投  第７位  

２Ｂ 木村 奈那 女子走高跳  第７位  

 

◇第２７回山梨県高等学校陸上競技 学年別・１年生大会  

１Ｃ 佐野 晴菜 女子少年Ｂ１５００ｍ  第１位 

２Ｂ 若林 亮太 男子少年共通５０００ｍＷ  第１位  

３Ｂ 望月 俊希 男子少年Ａやり投  第１位  



３Ｃ 石川 果歩 女子少年Ａハンマー投  第１位、女子少年共通砲丸投 第１位 

３Ａ 田中 葵玲  々 女子少年Ａハンマー投  第２位  

２Ｂ 今村 美月 女子少年共通やり投  第１位  

 

２ 男子ソフトボール部 

◇全国高等学校総合体育大会山梨県予選  優勝 

  

３ カヌー部 

◇第２５回山梨県スポーツレクリエーション祭 第１位 

◇平成２５年度関東高等学校体育大会 

 カヌースラローム女子 

２Ａ 堀内 彩加  優勝  

カヌースラローム男子 

３Ｃ 片田 陵紀  第３位  

３Ｃ カピル 翼  第５位  

３Ｂ 望月 翔太  第６位  

１Ａ 向山 雄大  第７位  

カヌーポロ  優勝 

 

■第３回校納式 ８月２６日（月） 

１ 美術部 

◇第３９回ＵＴＹ教育美術展 ３Ｂ 保坂 安耶  入選（高校生の部）  

 

２ 吹奏楽部 

◇第５３回山梨県吹奏楽コンクール  高等学校部門Ｂ  銀賞 

 

■第４回校納式 １０月１日（火） 

１ 陸上競技部 

 ◇第５９回山梨県高等学校陸上競技新人大会 

  ２Ａ 深澤 拓己 男子１００ｍ  第２位、男子２００ｍ  第２位 

  ２Ｂ 若林 亮太 男子５０００ｍＷ  第１位 

  １Ｂ 佐野 裕也 男子５０００ｍＷ  第２位 

  １Ｃ 佐野 晴菜 女子５０００ｍＷ  第１位 

  １Ａ 新井 琢己 男子ハンマー投  第２位 

  ３Ｂ 望月 俊希 男子ハンマー投  第５位 

  ２Ｂ 今村 美月 女子やり投  第２位 

  ２Ｃ 木村 奈那 女子走高跳  第１位 

 

２ 男子ソフトボール部 

◇高校教育大会  優勝 

 

 

 



３ カヌー部 

 ◇新人体育大会 

  ２Ａ 堀内 彩加 女子Ｋ－１  第２位 

  １Ｃ 深澤 由季 女子Ｋ－１  第３位 

 ◇関東高等学校カヌー選手権選抜大会 

  カヌースラローム競技 女子 

  ２Ａ 堀内 彩加  優勝 カヌースラローム競技 男子 

 １Ｂ 佐野  海  第３位 

 １Ａ 望月 由斗  第８位 

 

■第５回校納式 １２月２４日（火） 

１ 陸上競技部 

◇第１１回みのぶ健康マラソン 

１Ａ 上田 将也 高校生男子  第１位  

１Ａ 佐野 文哉 高校生男子  第２位  

１Ｂ 佐野 裕也 高校生男子  第３位  
１Ｃ 佐野 晴菜 高校生女子  第１位  

２Ｂ 羽田 あすか 高校生女子  第２位  

２Ｂ 市川 史菜 高校生女子  第３位 
 

２ 男子ソフトボール部 

◇新人大会  準優勝 

 

３ 吹奏楽部 

◇第３４回山梨県高等学校芸術文化祭 吹奏楽部門  奨励賞 

◇第３７回全日本アンサンブルコンテスト山梨県大会  銀賞 

４ 家庭クラブ 

◇第３４回山梨県高等学校芸術文化祭 家庭部門  最優秀賞 

 

５ 第５９回青少年読書感想文山梨県コンクール高等学校の部 

１Ｃ 中山 さくら  入選  

２Ａ 遠藤 優佳  佳作  

２Ａ 外野 美桜  佳作  

２Ｃ 志村 侑紀那  佳作  
 

６ 税に関する高校生の作文 

 １Ａ 佐野ひかる  税務署長賞 



■第６回校納式 ３月２５日（火） 

１ 陸上競技部 

◇第１１回南部町駅伝・マラソン大会 駅伝の部  優勝 

◇第１１回南部町駅伝・マラソン大会 ２Ａ 上田 将也 マラソンの部 優勝 

 

２ 男子ソフトボール部 

◇山梨県高体連ソフトボール専門部表彰 

 ２Ａ 切金  俊、２Ａ 佐野 元栄、２Ａ 平田 世亜、２Ｂ 佐野 雄輝、 

 ２Ｂ 高見沢淳也、２Ｃ 芦沢  陸、２Ｃ 佐野 佑真、２Ｃ 望月 秀太 

 

３ カヌー部 

◇千葉県知事杯争奪 第３２回クラブ対抗カヌー競技大会  

１Ａ 向山 雄大  ＰＫ１男子 優勝 

 ◇山梨県高体連特別表彰選手 

  １Ａ 向山 雄大、１Ａ 望月 由斗、１Ｂ 佐野 海、２Ａ 堀内 彩加 

 


