
2019年度 春季総体等の結果
運動部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

フェンシング

5月30日フルーレ個人
5月31日エペ・サーブル決
勝・団体戦

玉川高校 男子
　加納全　個人対抗フルーレ1回戦敗退・エペ2回戦敗退
女子
　木村真悠　個人対抗フルーレ6位
　　　　　　　　個人対抗サーブル1位(インターハイ出場)
　櫻木春乃　個人対抗フルーレ2位(インターハイ出場)
　　　　　　　　個人対抗サーブル3位

女子団体　愛知 V５－２ 玉川
　　　　　　　愛知 １－V５ 石山

令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会フェ
ンシング競技

テニス 不参加

硬式野球 4月21日 彦根球場 愛知・能登川連合　０－７　近江兄弟社 令和元年度春季近畿地区高等学校野球滋賀県大会

バドミントン

5月25～26日 個人戦
5月30～31日 団体戦

ウカルちゃんアリーナ
(5/25～5/26)
皇子が丘公園体育館
(5/30～5/31)

［男子複］
１回戦敗退  　岩佐・佐藤、寄木・神﨑、松本・山脇
［男子単］
２回戦敗退    寄木　佐藤
３回戦敗退    松本
４回戦敗退    岩佐　（ベスト３２）

［男子団体］
２回戦　愛知　４－１　湖南農業
３回戦　愛知　０－３　石山　（ベスト１６）

令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会バド
ミントン競技

バスケットボール
5月25日　1回戦
5月26日　2回戦

5月25日　守山市民体育館
5月26日　におの浜ふれあ
いスポーツセンター

男子　２回戦　愛知　３０－１１３　水口
女子　１回戦　愛知　２６－４６　　栗東

令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会バス
ケットボール競技

剣道

5月30日女子団体
　　　　　　男子個人
5月31日男子団体
　　　　　　女子個人

湖南市総合体育館 男子　1回戦敗退　山口、田原、木村
　　　　２回戦敗退　佐々木
女子　１回戦敗退　奥村
　　　　３回戦敗退　小野、三村
　　　　ベスト８　山田

男子団体　１回戦　愛知　４－０　堅田
　　　　　　　２回戦　愛知　１－４　滋賀短期大学付属

女子団体　１回戦シード
　　　　　　　２回戦　愛知　３－１　彦根翔西館
　　　　　　　準々決勝　愛知　０－４　草津東　ベスト８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿大会出場

令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会剣道
競技

ハンドボール 不参加

陸上競技

5月30日～6月1日 皇子山陸上競技場 清水麻理　円盤投げ　３位
木本彪河　5000ｍＷ　５位
澤井楓花　ハンマー投げ　８位

北村留奈　1500ｍ　3000ｍ　決勝進出
古山智也　やり投げ　決勝進出

令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会剣道
競技

アーチェリー 5月30日～5月31日 愛荘町中央スポーツ公園 男子個人　西川和輝　685点　18位
令和元年度滋賀県高等学校春季総合体育大会アー
チェリー競技



2019年度 県民体育大会など夏の大会結果
運動部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

フェンシング
７月13日、14日 石山高校　体育館 男子　加納全　　個人対抗フルーレ１回戦敗退

女子　櫻木春乃　個人対抗フルーレ　２位
女子団体　３位 2019年度滋賀県フェンシング選手権大会

テニス 不参加

硬式野球 7月7日～26日 皇子山球場他 １回戦　愛知　４－８　草津 第１０１回全国高等学校野球選手権滋賀大会

バドミントン ８月13日、14日 野洲市総合体育館
［男子団体］
初戦　愛知　１－４　米原

滋賀県民総スポーツの祭典滋賀県民体育大会の部
第72回滋賀県民体育大会　高校の部　バドミントン競
技

バスケットボール
2020年1月11日 男子　ウカルちゃんアリー

ナ
男子　愛知　５２－９３　河瀬

女子　愛知・八日市南連合　５１－７７　守山

第７２回滋賀県民体育大会バスケットボール競技 高
校の部 兼近畿高校新人大会県予選

剣道

7月20日 滋賀県立武道館 男子団体
１回戦　愛知　２－２　八日市　本数負け

女子団体　３位
１回戦　　　愛知　４－０　石山
準々決勝　愛知　２－２　虎姫　本数勝ち
準決勝　　 愛知　０－４　草津東　　　　　３位

滋賀県民総スポーツの祭典滋賀県民体育大会の部
第72回滋賀県民体育大会　高校の部　剣道競技

ハンドボール
8月8日 彦根翔西館高校体育館 男子１回戦　　愛知６－１８高島

女子１回戦　　愛知０－４７立命館守山
第７２回滋賀県民体育大会ハンドボール競技 高校の
部

陸上競技

7月20日 皇子山陸上競技場 1500ｍ　北村瑠奈　３位
5000ｍW　木本彪河　４位
5000ｍW　権藤沙羅　３位
ハンマー投げ　澤井楓花　４位
円盤投げ　清水麻理　２位

2019年度滋賀県民体育大会陸上競技高校の部

アーチェリー 8月3日 愛荘町中央スポーツ公園 男子個人　西川和輝　153点　12位 第７２回滋賀県民体育大会アーチェリー競技 高校の
部

文化部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

7月25日 彦根文化プラザ 金賞、きらめき賞 滋賀県吹奏楽コンクール高校小編成の部（予選）

7月28日 彦根文化プラザ 銅賞、ハートフル賞 中日コンクール滋賀大会高校小編成の部

8月6日 守山市民ホール 金賞 滋賀県吹奏楽コンクール高校小編成の部（本選）

8月7日 草津クレアホール 奨励賞 ＮＨＫ全国音楽コンクール滋賀大会

寺田海聖　　奨励賞
二見明日也　　　奨励賞
久木陸斗　　　敢闘賞

第３９回ふれあい書道展

久木陸斗　　　佳作 毎日紙上滋賀書道展8月度

音楽（吹奏楽）

書道



2019年度 秋季総体・総文祭の結果
運動部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

フェンシング
10月31日～11月1日 愛知高校　体育館 個人対抗女子フルーレ櫻木春乃2位

個人対抗男子フルーレ加納全6位
出場なし 令和元年度滋賀県高等学校秋季総合体育大会フェ

ンシング競技

テニス 不参加

硬式野球 9月7日～10月5日 皇子山球場他 1回戦　愛知・長浜農業連合　０－１７　草津 令和元年度秋季近畿地区高等学校野球滋賀県大会

バドミントン
10月31日、11月１日 布引運動公園体育館 ［男子団体２部トーナメント］

１回戦　愛知　１－４　長浜北
令和元年度滋賀県高等学校秋季総合体育大会　バ
ドミントン競技

バスケットボール
10 月 27 日 、 31 日 、 11 月 1
日、2日、10日

男子：守山市民体育館
女子：長浜市民体育館

男子　1回戦　愛知　７７－８４　堅田
女子　1回戦　愛知　２９－１０１　立命館守山

令和元年度滋賀県秋季総合体育大会 兼全国高等学
校バスケットボール選手権大会県予選

剣道

10月31日、11月1日 湖南市総合体育館 男子個人　田原　３回戦敗退
　　　　　　　木村　１回戦敗退
　　　　　　　大八木　１回戦敗退
女子個人　山田　３位
　　　　　　　奥村　ベスト16
　　　　　　　土田　３回戦敗退
　　　　　　　仁木　２回戦敗退

男子　１回戦　愛知　０－３　虎姫
女子　１回戦　愛知　３－２　米原
　　　　準々決勝　愛知　２－１　光泉
　　　　準決勝　愛知　０－２　比叡山　第３位

令和元年度滋賀県高等学校秋季総合体育大会　剣
道競技

ハンドボール

１０月３１日、１１月１日 ウカルちゃんアリーナ 男子　予選リーグ
　　愛知　０－２８　彦根翔西館
　　愛知　３－２３　立命館守山　　　予選リーグ敗退
女子　予選リーグ
　　愛知・高島連合　０－２３　八日市
　　愛知・高島連合　２－５０　立命館守山
　　愛知・高島連合　１－９　　米原　予選リーグ敗退

令和元年度滋賀県高等学校秋季総合体育大会　ハ
ンドボール競技

陸上競技

10月31日～11月２日 大津市皇子山総合運動公
園陸上競技場

権藤沙羅　5000ｍＷ　３位
澤井楓花　ハンマー投げ　４位
清水麻理　円盤投げ　２位
清水麻理　ハンマー投げ　６位

女子総合　８位
女子フィールド　５位

令和元年度秋季高等学校総合体育大会陸上競技の
部

アーチェリー

10月31日
11月1日

愛荘町中央スポーツ公園 男子個人　西川和輝　574点　7位

３０Ｍの部
男子　河島愛斗　910点(15位)
女子　井東芽美　798点(10位)、谷田藍璃　604点(12位)

令和元年度　滋賀県高等学校秋季総合体育大会
アーチェリー競技

文化部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

10月26日
栗東芸術文化会館さきら

奨励賞（高文連会長賞） 滋賀県高等学校総合文化祭合唱部門

10月31日 ひこね文化プラザ 滋賀県高等学校総合文化祭吹奏楽部門

10月31日 草津アミカホール 横田直樹第１位 滋賀県高校生声楽コンクール独唱部門

音楽（吹奏楽）



2019年度 近畿・全国大会の結果
運動部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

2019年6月13日～16日
ヤンマースタジアム長居・
ヤンマーフィールド長居

清水麻理　円盤投げ　２８位
第72回　近畿高等学校陸上競技対校選手権大会

2019年9月7日～8日
ヤンマースタジアム長居・
ヤンマーフィールド長居

清水麻理　円盤投げ　２２位
第87回　近畿陸上選手権大会

2019年9月13日～15日 紀三井寺公園陸上競技場
清水麻理　円盤投げ　５位　ハンマー投げ10位
権藤沙羅　5000ｍW　１４位

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大
会

2019年６月22日～23日 大山崎町体育館（京都府） 男子
加納全　個人対抗フルーレ２回戦敗退
女子
木村真悠　個人対抗フルーレ１回戦敗退
　　　　　　　個人対抗サーブル５位
櫻木春乃　個人対抗フルーレ２回戦敗退

女子　１回戦　愛知　４－Ｖ５　立命館（京都） 2019年度近畿高等学校フェンシング選手権大会

2019年７月26日～30日 牧園アリーナ
（鹿児島県・霧島市）

女子
櫻木春乃　個人対抗フルーレ　トーナメント１回戦敗退
木村真悠　個人対抗サーブル　予選プール敗退

令和元年度全国高等学校総合体育大会フェンシング
競技大会
第65回全国高等学校フェンシング選手権大会

剣道
2019年7月16日～7月17
日

岸和田市総合体育館

女子団体
予選リーグ２位、リーグ敗退
愛知　２－０　加古川東（兵庫）
愛知　０－５　履正社（大阪）

第57回近畿高等学校剣道大会

ボウリング 2019年7月6日～7日
オプトボウルタカダ（奈良
県大和高田市）

少年女子　小森千沙　滋賀県代表として出場
第74回国民体育大会近畿ブロック大会ボウリング競
技

文化部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

2019年８月１日（木）
鳥栖市民文化ホール（佐
賀県）

参加　　　植本優花、國分朱菜、横田直樹 全国高等学校総合文化祭（合唱部門）

2019年11月17日（日） 文化パルク城陽（京都府） 参加　　　植本優花、國分朱菜、横田直樹 近畿高等学校総合文化祭（合唱部門）

2019年度 その他の大会の結果
運動部 日程 開催地 個人結果 団体結果 大会名（正式名称）

バスケットボール

2019年7月21日～12月15
日

滋賀県立野洲高等学校 男子U18リーグ戦
●　７２－９２　長浜北
〇　９５－５３　野洲
〇１２６－４９　滋賀学園
●　５３－１０７八日市
●　６６－９１　八幡
〇　２０－０　 近江兄弟社（不戦勝）
〇　７４－３４　伊吹
〇１０５－６１　守山北

U18バスケットボールリーグ2019滋賀

剣道

2020年1月18日 滋賀県立武道館 男子団体　1回戦敗退
    愛知　１－２　水口東
女子団体戦　３位
    １回戦　愛知　２－０　彦根東
　　２回戦　愛知　３－１　守山
　　準決勝　愛知　０－３　草津東

令和元年度滋賀県高校剣道優勝大会　剣道大会

音楽（吹奏楽）

陸上競技

フェンシング


