
2022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

陸上競技
第75回近畿高等学校陸
上競技対校選手権大会

6月19日
鴻ノ池陸上競技場（ロート
フィールド奈良）

男子砲丸投　モラエス　カイキ（３－３）　26位

フェンシング
令和4年度近畿高等学校
フェンシング選手権大会

6月25日 ジェイテクトアリーナ奈良

個人対抗フルーレ
　木内克哉（１－Ｂ）　
　　予選プール　2勝3敗
　　 トーナメント1回戦　9-V10　田村圭遵（和歌山北）

木内さんの話「初めての近畿大会でしたが、予選を突
破できてよかったです。次は、上位進出を目指して練習
に励みます。」

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42回近畿高等学校総
合文化祭

11月18～20日
（予定）

和歌山県民文化会館 滋賀県代表選出　佃実桜（２－２）



2022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
春季近畿地区高等学校
野球滋賀県大会

4月10日 湖東スタジアム 本校・能登川・長浜農業
連合チーム ０－７ 草津  初戦敗退

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2日～6月3
日

滋賀県立玉川高等学校
木内克哉（１－Ｂ）
個人対抗フルーレ　２回戦敗退
個人対抗サーブル　６位

出場なし

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28～29日
団体戦
6月2～3日

県立体育館 個人戦　ダブルス
　中川翔矢(２－１)・廣田恵治(２－１)　１回戦敗退
　成田ｳｲﾙｿﾝ(２－２)・村川蓮(２－１)　１回戦敗退
　山川進司(３－Ｂ)・レイス ジョン(２－Ａ)　１回戦敗退
　松本希姫(１－３)・杉田湖都音(１－４)　１回戦敗退
　今堀琉愛(２－１)・小原祐希(２－１）　１回戦敗退
個人戦　シングルス
　西口純平(３－３)　１回戦敗退　
　山川進司(３－Ｂ) 　２回戦敗退　
　廣田恵治(２－１)　１回戦敗退
　中川翔矢(２－１)　１回戦敗退　
　レイス ジョン(２－Ａ)　１回戦敗退　
　村川　蓮(２－１)　１回戦敗退　
　松本希姫(１－３)　２回戦敗退　
　小原祐希(２－１)　１回戦敗退

女子
愛知　１－４　立命館守山　初戦敗退
男子
愛知　３－２　長浜北星　(オープン戦)

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28,29日
6月2～5日

ウカルちゃんアリーナ
野洲市総合体育館　他

男子
愛知　8-141　守山

女子
部員が出場人数に満たず不参加

剣道

滋賀県高等学校春季総
合体育大会剣道競技

6月2～3日 湖南市総合体育館 西澤　蘭（３－３）　   ベスト16
青木　快聖（３－３）  ３回戦敗退
原　　 敬人（３－３）　１回戦敗退
奥西　純也（２－４）　１回戦敗退
栗田　遥斗（２－４）　１回戦敗退

男子団体
愛知　５-０　彦根工業
愛知　０-３　八日市　　２回戦敗退

女子団体　不参加

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2～4日 皇子山陸上競技場 男子砲丸投　モラエス　カイキ（３－３）　４位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（近畿大会出場）
男子やり投　モラエス　カイキ（３－３）　８位
女子ハンマー投　森　舞花（２－４）　８位

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2～3日 愛荘町中央スポーツ公園 女子　塚本鄭愛良（２－１）　722点　21位

春季総体などの結果



2022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
第104回全国高等学校野
球選手権滋賀大会

7月16日 マイネットスタジアム皇子山 １回戦
愛知・長浜農業連合　０－１０　守山
　　　　　　　　　（６回コールド）初戦敗

フェンシング

第75回滋賀県民体育大
会高校の部　フェンシング
競技

7月16日 石山高校 個人対抗男子フルーレ
　木内　克哉（１－Ｂ）　３位　
　　　予選3勝1敗
　　　１回戦　　　　V10-3　志賀蔵之介（石山）
　　　２回戦　　　　V10-8　荒木珂生（玉川）
　　　準決勝　　　 9-V10　西松壮礼（石山）
　　　３位決定戦　V10-9　大西蒼海（玉川）

バドミントン

第75回滋賀県民体育大
会　高校の部　バドミント
ン競技

8月2日・3日 野洲市総合体育館 男子団体戦（オープン参加）
愛知 ０－５ 草津　　　　　初回戦敗退

女子団体戦（オープン参加）　
愛知 １－４ 近江兄弟社　初回戦敗退

剣道

第75回滋賀県民体育大
会　高校の部　剣道競技

7月9日 滋賀県立武道館 男子団体戦　
愛知　３－１　立命館守山
愛知　１－２　八日市　　　　２回戦敗
退

陸上競技

令和４年度滋賀県民体育
大会陸上競技高等学校
の部

7月22日 皇子山陸上競技場 男子砲丸投　　モラエス　カイキ（３－３）　３位
　　　　　　　　 　重高　詩音（１－Ａ）　７位
男子走り幅跳  中原　祥輝（３－３）　８位
女子ハンマー投　森　舞花（２－４）　４位

アーチェリー
第75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
　塚本鄭愛良（２－１）　214点　14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65回中部日本吹奏楽コ
ンクール滋賀県大会

7月31日 ひこね市文化プラザ 金賞

第89回NHK全国学校音
楽コンクール滋賀県大会

8月6日 大津市民会館 銀賞

第23回大阪国際音楽コン
クール声楽部門地区本選

8月13日
新大阪ムラマツリサイタル
ホール

地区本選合格　小山内寛貴（２－１）
　　　　　　　　　　　　　ファイナルステージ進出

県民体育大会など夏の大会の結果

音楽
（吹奏楽）



2022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

バドミントン

令和4年(2022年)度バドミ
ントン夏季湖東ブロック大
会BC級の部

８月11日

野洲市総合体育館

男子ダブルスＢ級
　中川翔矢(２－１)・廣田恵治(２－１)　　３回戦敗退
男子シングルスＢ級　
　成田ｳｲﾙｿﾝ（２－２）　２回戦敗退
　中川翔矢（２－１）　１回戦敗退
　廣田恵治（２－１）　１回戦敗退
女子ダブルスＢ級　
　松本希姫（１－３）・杉田湖都音（１－４）　２回戦敗退
女子シングルスＢ級　
　松本希姫（１－３）　３回戦敗退
　杉田湖都音(１－４)　１回戦敗退
女子シングルスＣ級　
　馬場心優（１－１）　１回戦敗退

陸上競技

第５５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 １年男子砲丸投　重高　詩音（１－Ａ）　６位
１年男子やり投 　林　大輝（１－Ｂ）　　４位
２年女子ハンマー投　 森　舞花（２－４）　４位

相撲
（本校に部活動
はありません）

県民体育大会　栃木国体
少年男子の部予選

7月3日 長浜市相撲連盟相撲場 三𣘺力也（３－１）　個人２位

その他の大会の結果



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回滋賀県硬筆作品
展覧会

８月

金賞　長嶋沙耶（２－１）
銀賞　金澤叶夢（２－１）　　金澤心夢（２－１）
　　　　今村心那（２－２）　　寺本凛愛（２－２）
　　　　日永咲耶（２－２）　　佃　実桜（２－２）
　　　　武田妃羅（２－３）　　髙野栞（３－２）

近江神宮全国献書大会 ８月
献書会賞　長嶋沙耶（２－１）
金賞　今村心那（２－２）　　佃　実桜（２－２）

　　　　　　　　　　　　　　　　

毎日新聞紙上滋賀書展 ４月

銅賞　長嶋沙耶（２－１）
佳作　金澤叶夢（２－１）　　　金澤心夢（２－１）
　　　　田代大智（２－１）　　　日永咲耶（２－２）
　　　　ハラミリアクイーン（２－２）

毎日新聞紙上滋賀書展 ６月
佳作　今村心那（２－２）　　佃　実桜（２－２）
　　　　日永咲耶（２－２）　　武田妃羅（２－３）
　　　　髙野　栞（３－２）

毎日新聞紙上滋賀書展 ８月
銀賞　長嶋沙耶（２－１）
佳作　廣田琉惟（２－１）　　日永咲耶（２－２）
　　　　武田妃羅（２－３）

書道


