
2021年度 全国大会の結果
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

陸上競技

第74回全国高等学校陸
上競技対校選手権大会
（インターハイ） 7月30日 福井県営陸上競技場

女子円盤投　　清水麻理（３－３）　　37ｍ68　16位

清水さんの話「３年間目標にしてきた舞台に立てたのでうれし
かったです。とても楽しく競技できました。」

2021年度 近畿大会の結果
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

第74回近畿高等学校陸
上競技対校選手権大会

6月18日
神戸ユニバー記念陸上
競技場

女子円盤投　清水麻理（３－３）　６位
　　　　　　　　　　　インターハイ出場決定

第54回近畿高等学校ユー
ス陸上競技対校選手権大
会

9月17日
京都市たけびしスタジア
ム

１年女子砲丸投　大塚春美（１－２）　12位

フェンシング
2021年度近畿高等学校
フェンシング選手権大会 6月26日 和歌山県立体育館

男子個人フルーレ
加納全（３－１）　予選プール　２勝３敗　予選敗退

剣道

第59回近畿高等学校剣
道大会 7月17日・18日 京都府島津アリーナ

女子団体戦
本校０－３神港学園（兵庫県）　１回戦敗退

アーチェリー
第60回近畿高等学校アー
チェリー選手権大会

7月10日・11日
和歌山県日高川町
南山スポーツ公園

女子個人
谷田藍璃（３―Ｂ)　413点(171､242)　42位　予選敗退

文化部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

書道
第41回近畿高等学校総
合文化祭

11月20日・21
日

近江八幡市サン・ビレッ
ジ

滋賀県代表選出　佃実桜（１－３）

陸上競技



2021年度
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

フェンシング

滋賀県高等学校春季総
合体育大会　フェンシング
競技 6月3日～4日 滋賀県立玉川高等学校

個人対抗男子フルーレ　加納全（３－１）　１回戦敗退
個人対抗男子エペ　　　  加納全（３－１）　１回戦敗退

出場なし

硬式野球

令和3年度春季近畿地区
高等学校野球滋賀県大
会

4月10日～5月
9日

今津スタジアム

愛知・長浜北星・長浜農業
連合チーム　１－４　彦根工業高校
　　　　　　　　　　　　　　（１回戦敗退）

バドミントン

滋賀県高等学校春季総
合体育大会バドミントン競
技

個人戦
5月29～30日
団体戦
6月3～4日 5/29,30 県立体育館

6/3,4 栗東市民体育館

男子ダブルス
西口純平（２－４）・山川進司（２－Ａ）　２回戦敗退
大林拓真（３－３）・澤 一柊（３－２）　１回戦敗退
男子シングルス
大林拓真（３－３）　２回戦敗退
西口純平（２－４）　２回戦敗退
山川進司（２－Ａ）　1回戦敗退
澤　 一柊（３－２）　１回戦敗退

男子
愛知　２－３　長浜北星(初回戦敗退)

バスケット
ボール

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 5月29日 長浜市民体育館

男子
愛知　35-108　虎姫

女子
愛知　35-74　能登川

剣道

滋賀県高等学校春季総
合体育大会　剣道競技

6月3～4日 湖南市総合体育館

女子
西澤   蘭（２-４）   ３回戦敗退
土田心里（３-３）　２回戦敗退
仁木真穂（３-３）　２回戦敗退
井上舞桜（２-４）　１回戦敗退
男子
大八木斗稀（３-３）　３回戦敗退
原    敬人（２-４）　　２回戦敗退
青木快聖（２-４）　　 １回戦敗退

女子
愛知　３－１　光泉カトリック
愛知　０－４　草津東　　近畿大会出場

男子
愛知　４－１　長浜北星
愛知　２（４）－２（６）膳所　２回戦敗退

陸上競技

滋賀県高等学校春季総
合体育大会　陸上競技

6月3～5日 皇子山陸上競技場

女子円盤投げ　　　　清水麻理（３-３）　  １位　　近畿大会出
場
女子ハンマー投げ　 清水麻理（３-３）　　８位
男子八種競技　　　　モラエスカイキ(２-４)　　８位
男子1500ｍ　　　　　　村川吏希（３-３）　　決勝進出
男子 800ｍ　　　　　　村川吏希（３-３）　　準決勝進出
　　　　　　　　　　　　　村川吏亜（３-３）　　準決勝進出

アーチェリー

滋賀県高等学校春季総
合体育大会　アーチェリー
競技 6月3～4日

愛荘町中央スポーツ公
園

女子
谷田藍璃（３－Ｂ）　696点　17位　近畿大会出場
井東芽美（３－１）　399点　23位
女子２部
塚本鄭愛良（１－１）　468点　１位

春季総体などの結果



2021年度
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

フェンシング

第74回滋賀県民体育大
会（高校の部）フェンシン
グ競技 7月10日 ウカルちゃんアリーナ

個人対抗男子フルーレ
　　　加納全（３－１）　７位
　　　　　　予選２勝１敗
　　　　　　決勝トーナメント２回戦敗退

なし

硬式野球

第103回全国高等学校野
球選手権滋賀大会

7月10日～7月
29日

皇子山球場
オセアンＢＣスタジアム彦
根

１回戦
愛知・長浜農業連合
　０－10大津商業　（５回コールド）１回戦敗退

バドミントン

第74回滋賀県民体育大
会　高校の部　バドミント
ン競技

8月3日・4日 野洲市総合体育館

なし 男子団体戦
本校１－４米原（初回戦敗退）
女子団体戦
合同チーム〈瀬田工業・草津東・愛知〉
　　　３－２彦根総合　(オープン参加)

剣道

第74回滋賀県民体育大
会　高校の部　剣道競技

7月10日 滋賀県立武道館

なし 男子団体戦
１回戦　本校１－２滋賀短大附（１回戦敗退）
女子団体戦
1回戦　本校３－０滋賀短期大附属
2回戦　本校０－４守山　　（ベスト８）

陸上競技

令和3年度滋賀県民体育
大会高校の部

7月17日 皇子山陸上競技場

男子1500ｍ　村川　吏希（３－３）　５位
男子800ｍ　　村川　吏亜（３－３）　５位
男子砲丸投　モラエス　カイキ（２－４）　２位
女子円盤投　清水　麻理（３－３）　１位

アーチェリー

第74回滋賀県民体育大
会（高校の部）　アーチェ
リー競技 7月30日

愛荘町中央スポーツ公
園

女子
谷田藍璃（３－Ｂ）　235点　13位
井東芽美（３－１）　184点　15位
塚本鄭愛良（１－１）　154点　17位

女子
予選　573点　３位
決勝トーナメント
１回戦　愛知・愛知高等養護合同チーム
　　　　　　　　　０－６　草津東　（３位）

　
文化部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

第57回滋賀県吹奏楽コン
クール地区大会

7月28日 ひこね市文化プラザ 金賞・きらめき賞

第57回滋賀県吹奏楽コン
クール県大会

8月10日 守山市民ホール 銀賞

第64回中部日本吹奏楽コ
ンクール滋賀県大会

8月1日 ひこね市文化プラザ 金賞

第88回NHK全国学校音楽
コンクール滋賀県大会

8月13日 草津クレアホール 銀賞

県民体育大会など夏の大会の結果

音楽
（吹奏楽）



2021年度
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

硬式野球
令和３年度　秋季近畿地
区高等学校野球
滋賀県大会

9月11日
オセアンＢＣ
スタジアム彦根

守山・能登川・愛知・長浜農業連合
　　　　　６－８　膳所高校　　　　一回戦敗退

バスケット
ボール

滋賀県秋季高等学校総
合体育大会バスケット
ボール競技

10月24日,28
日～31日,11
月6日

守山市民体育館　他
男子１回戦　本校　28-125　草津

剣道

滋賀県高体連秋季総合
体育大会剣道競技

10月28～29日

湖南市総合体育館

男子個人
原敬人（２－４）　 　４回戦敗退
青木快聖（２－４）　３回戦敗退
奥西純也(１－４）　３回戦敗退
栗田遥斗（１－４）　２回戦敗退
荻田純士（１－４）　２回戦敗退
女子個人
西澤蘭（２－４） 　　３回戦敗退
井上舞桜（２－４）　２回戦敗退

男子団体　１回戦　本校　５－０　草津
　　　　　　　２回戦　本校　０－４　比叡山

陸上競技

令和３年度秋季高等学校
体育大会陸上競技

10月28～30日

皇子山陸上競技場

男子砲丸投　     モラエスカイキ（２－４）　６位
男子やり投　      モラエスカイキ(２－４）　13位
男子走り幅跳び　中原祥輝（２－４）      　10位
女子やり投　 　　　森舞花（１－２）　      　10位
女子ハンマー投　 森舞花（１－２）   　     10位

アーチェリー
滋賀県高体連秋季総合
体育大会アーチェリー競
技

10月28日～29
日

愛荘町中央スポーツ公
園

女子　塚本鄭愛良（１－１）　639点　13位

相撲
（本校に部活動は

ありません）

滋賀県高体連秋季総合
体育大会相撲競技

10月31日
長浜市相撲場

三橋力也（２－１）　２位

文化部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果
滋賀県高等学校総合文
化祭（合唱部門）
独唱・重唱コンクール

10月28日
草津アミカホール

小山内寛貴（１－１）　声楽コンクール独唱の部　第３位

滋賀県高等学校総合文
化祭（吹奏楽部門）

10月28日
守山市民ホール （演奏会）

音楽
（吹奏楽）

秋季総体・総文祭などの結果



2021年
運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

令和3年(2021年)度バドミ
ントン夏季湖東ブロック大
会Ａ級の部

８月12日
８月13日

野洲市総合体育館
彦根工業高校

男子ダブルス
西口純平（２－４） ・山川進司（２－A）　初回戦敗退
男子シングルス
山川進司（２－A）　初回戦敗退
西口純平（２－４）　初回戦敗退

令和3年(2021年)度バドミ
ントン夏季湖東ブロック大
会BC級の部

10月30日

八幡高校

Ｃ級男子シングルス
中川翔矢（１－１）　　  初回戦敗退
仲座慎吾（１－１）　　  初回戦敗退
レイス・ジョン（１－Ｂ）　初回戦敗退
Ｂ級男子シングルス
西山輝大（１－２）　　  初回戦敗退

第68回近畿高等学校バド
ミントン選手権大会　滋賀
県予選会　兼新人大会

９月４日
ｼﾝｸﾞﾙｽ
５日
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

県立体育館

男子シングルス
成田ウイルソン（１－３）　初回戦敗退
女子シングルス
小原祐希（１－１）　初回戦敗退
初古柚希（１－１）　初回戦敗退
女子ダブルス

チャレンジカップ　男子予
選

12月12日(日） 草津高校 本校 3 - 2 長浜北星
本校 0 - 3 草津
本校 0 - 3 膳所
 予選Ｂリ－グ３位となり、本選に出場できず。

令和3年(2021年)度バドミ
ントン冬季湖東ブロック大
会

３月27日(日)
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
３月30日(水)ｼ
ﾝｸﾞﾙｽ

3/27布引運動公園体育
館
3/30野洲市総合体育館

A級ダブルス
西口純平（２－４）・山川進司（２－A）　初回戦敗退
B級ダブルス
西山輝大（１－２）・レイス ジョン（１－B)　３回戦敗退
C級ダブルス
中川翔矢（１－１）・廣田恵治（１－１）　２回戦敗退
A級シングルス
山川進司（２－A）　初回戦敗退
西口純平（２－４）　初回戦敗退
B級シングルス
西山輝大（１－２）　初回戦敗退
C級シングルス
レイス ジョン（１－B)　３回戦敗退
中川翔矢（１－１）　　２回戦敗退
廣田恵治（１－１）　　初回戦敗退
村川　蓮（１－１）　　初回戦敗退
今堀琉愛（１－１）　　２回戦敗退
小原祐希（１－１）　　２回戦敗退

バドミントン

その他の大会の結果



運動部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

陸上競技

第54回滋賀県高等学校
ユース陸上競技対校選手
権大会

8月19日～21
日

皇子山陸上競技場

２年男子走り幅跳　   中原祥輝（２－４）　      ５位
２年男子砲丸投　     モラエスカイキ（２－４）　５位
２年男子やり投　      モラエスカイキ（２－４）　５位
１年女子ハンマー投　森舞花（１－２）　         ４位
１年女子やり投　　    森舞花（１－２）　         ５位
１年女子砲丸投　     大塚春美（１－２）　      １位

２年男子フィールド　７位
１年女子フィールド　６位

文化部 大会名（正式名称） 日程 開催地 個人結果 団体結果

第５６回滋賀県硬筆作品
展覧会

８月
金賞　寺本凛愛（１-４）・廣瀬夢純（１-４）
銀賞　徳田琉衣（１-２）・西村侑希（１-４）

近江神宮全国献書大会 ８月
献書会賞　今村心那（１-４）
金賞　佃　実桜（１-３）・廣瀬　夢純（１-４）

　　　　　　　　　　　　　　　　

毎日新聞紙上滋賀書展 ４月 佳作　髙野栞（２-２）

毎日新聞紙上滋賀書展 ６月
銅賞　金澤叶夢（１-３）
佳作　金澤心夢（１-２）・武田妃羅（１-４）

毎日新聞紙上滋賀書展 ８月
銅賞　佃実桜（１-３）
佳作　寺本凛愛（１-４）

毎日新聞紙上滋賀書展 １０月
銅賞　寺本凛愛（１－４）
佳作　佃実桜（１－３）・今村心那（１－４）

毎日新聞紙上滋賀書展 １２月 佳作　武田妃羅（１-４）

毎日新聞紙上滋賀書展 ２月 佳作　金澤心夢（１－２）・廣瀬夢純（１－４）

第４５回滋賀県青少年書
展

１月
高校毛筆部　金賞　佃実桜（１－３）
高校硬筆部　金賞　金澤心夢（１－２）

第６１回滋賀県書き初め
展

２月
滋賀県教育委員会教育長賞　佃実桜（１－３）
BBCびわ湖放送賞　髙野栞（２－２）

書道


