
大会名 （月日） 部門・階級・大会会場等 （個人／団体） 成績
三重県高等学校春季大会北地区予選（弓道競技） 4月23日 女子の部・鈴鹿市武道館 個人・団体 団体・個人とも入賞ならず、予選敗退
三重県高等学校春季大会北地区予選（弓道競技） 4月23日 男子の部・鈴鹿市武道館 団体 Aチーム　２～６位決定戦で５位なるも入賞ならず
東海総体県予選兼・三重県高等学校春季大会（弓道競技） 4月23日 男子の部・鈴鹿市武道館 個人 ４位（３位決定戦で敗れ、入賞ならずとも予選通過）

個人 予選通過
個人 予選通過

東海総体県予選兼・三重県高等学校春季大会（弓道競技） 4月30日 男子の部・鈴鹿市武道館 個人・団体 決勝大会　　団体・個人とも入賞ならず
三重県高等学校総合体育大会（弓道競技） 5月27日 （男・女）鈴鹿市武道館 個人・団体 団体・個人とも入賞ならず予選敗退

5月28日 （男・女）鈴鹿市武道館 個人・団体 運営補助員として参加
三重県弓道連盟　津市民弓道大会 8月13日 高校生の部・三重武道館 個人 個人入賞ならず
三重県弓道連盟　三重武道館開場式 10月 9日 祝射・金的十光 個人 金的　５位
三重県弓道連盟　津弓道大会 10月15日 高校生の部・三重武道館 個人 個人入賞ならず
三重県高校弓道新人・選抜大会（兼全国・東海選抜大会地区予選会） 11月4日 男子の部・松阪武道館 個人・団体 団体・個人とも入賞ならず
三重県弓道連盟　新年射会 1月6日 高校生の部・神宮道場 個人 出場
三重県高等学校冬季大会（弓道競技） 1月21日 女子の部・鈴鹿市武道館 個人・団体 出場
三重県高等学校冬季大会（弓道競技） 1月28日 男子の部・鈴鹿市武道館 個人・団体 出場

三重県弓道連盟　会長杯弓道大会 2月11日 高校生の部・鈴鹿市武道館 個人 出場

三重県高等学校総合体育大会サッカー競技 4月～5月 県内各会場 団体 1回戦敗退
高円宮杯U-18三重県サッカーリーグ　3部 9月 県内各会場 団体 3部リーグ　5位
第95回全国高校サッカー選手権大会三重県予選 10月 県内各会場 団体 出場
三重県高校新人サッカー大会 団体
平成２９年度三重県高校剣道春季大会 4月23日 津市芸濃総合文化センター体育館 団体 出場

5月27日 団体 出場
5月28日 個人 出場、男子個人の部　２部　第３位　坂岡　拓武

平成２９年度三重県高校剣道１年生大会 8月28日 ゆめドーム うえの 個人 出場
平成２９年度津市民大会 剣道競技 9月24日 久居中学校体育館 個人 出場
平成２９年度三重県高校剣道秋季大会 11月3日 津市芸濃総合文化センター体育館 個人 出場

平成２９年度三重県高校剣道新人大会 1月21日 津市芸濃総合文化センター体育館 個人 出場

国体一次選考競技会 4月15,16日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 少年砲丸投げ　７位（１３ｍ２４）
第１回南勢地区陸上競技記録会 4月29日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
三重県高等学校春季大会 5月6,7日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
第２回南勢地区陸上競技記録会 5月13,14日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
三重県高等学校総合体育大会 5月26～28日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
第８０回三重県選手権大会 7月8,9日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
第１２回松阪陸上競技選手権大会 7月30日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 一般高校男子走幅跳　５位（６ｍ１７）
第66回伊勢度会陸上競技選手権大会 8月5,6日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 出場
三重県高等学校新人大会 9月16,17日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　補助競技場 個人 女子砲丸投げ　６位（１０ｍ１３）
東海高等学校新人大会 10月28,29日 三重交通Gスポーツの杜伊勢　陸上競技場 個人 出場

個人 オムニアム　総合３位
個人 オムニアム　総合12位
個人 １ｋｍタイムトライアル　４位
個人 スプリント　２位
個人 スプリント　５位
個人 ４ｋｍ速度競争　２位
個人 ４ｋｍ速度競争　６位
団体 チームスプリント　３位

5月14日 いなべ市農業公園 個人 ロードの部　６位
団体 チームスプリント　９位
個人 ４ｋｍ速度競争　９位
個人 ケイリン　出場
個人 １ｋｍタイムトライアル　４位
個人 スプリント　５位
個人 ケイリン　４位
個人 スプリント　２位
個人 スクラッチ　６位
個人 ポイントレース　６位

三重県中勢地区ソフトテニス大会 3月25日 鈴鹿の杜　庭球場 個人 １位トーナメント２位
東海総体県予選個人戦 4月22､23日 伊勢市営庭球場 個人 5回戦進出
東海総体県予選団体戦 4月30日 伊勢市営庭球場 団体 5位
県高校総体　兼　全国総体　県予選 5月28日・29日 四日市ドーム 個人
東海総体県予選団体戦 4月30日 伊勢市営庭球場 団体 5位
県高校総体兼全国総体県予選 5月26,27日 四日市ドーム、伊勢市営庭球場 個人 4回戦進出

4回戦進出
5月30日 伊勢市営庭球場 団体 16位

国民体育大会三重県代表選考会 8月2，3日 三重高校 個人
ガーデンカップ 8月5日 鈴鹿の杜　庭球場 団体 16位
三重県ソフトテニス選手権 9月2，3日 伊勢市営庭球場 個人
新人大会兼東海高校選抜大会県予選 11月4，5日 伊勢市営庭球場 個人 4回戦進出

4回戦進出
新人大会兼東海高校選抜大会県予選 12月16日 県営サンアリーナ 団体

2017年度　各部の表彰・活動の記録
【運動系クラブ】

春季大会 5月3日 四日市競輪場

三重県高等学校総合体育大会自転車競技大会
５月２７日・２８日 四日市競輪場

三重県選手権

三重県高等学校新人大会

6月25日

10月15日

四日市競輪場

四日市競輪場

東海高等学校総合体育大会

男子ソフトテニス部

大会で表彰されるよう練習に取り組んでいます。

今年度も『団体ベスト８入り』を目標に頑張ってきました。入賞経験者の力及ばず、競射で敗れ入賞を逃しました。
個人的にも講習会等に参加し、修錬を重ねてきましたが、成績が振るわず殆ど団体・個人とも入賞には至りませんでした。
新チームを結成後、先輩の伝統を引き継ぎ、審査をはじめ、講習会にも参加し、久しぶりに弐段取得者も出ました。台風の影響で何度も試合が延びて参加制限もありました。
また、新しく三重武道館も完成し、各大会入賞をはじめ今後の躍進を目指して日々修練しています。

弓道部

サッカー部

自転車競技部

平成２９年度三重県高校総体剣道競技 津市芸濃総合文化センター体育館

今年度も数多くの大会に参加させていただくことができました。顧問より、関係者の皆さまに感謝申し上げます。
大会で結果が得られるよう部員一同、今後とも日々の稽古に精一杯励んでいきます。これからも応援をよろしくお願いします。

剣道部

陸上競技部

６月１６～１８日 四日市競輪場・いなべ市農業公園



東海総体　県予選　兼　ハイスクールジャパンカップ2017県予選 4月22日・23日 三重高等学校 伊勢市営庭球場 個人 ３回戦進出
東海総体　県予選 4月30日 伊勢市営庭球場 団体 ベスト１６

5月26日・27日 伊勢市営庭球場 個人 出場
5月28日 伊勢市営庭球場 団体 第５位入賞

国民体育大会少年男女第一次選考会 8月2日 三重高等学校 個人 ３回戦進出
ガーデンカップ 8月5日 スポーツの杜鈴鹿 団体 第５位入賞
第９回おいでん杯 8月16日・17日 豊川市営テニスコート 団体 出場
三重県ソフトテニス選手権大会　高校男女の部 9月2日・3日 伊勢市営庭球場 個人 ベスト３２

11月4日・5日 伊勢市営庭球場 個人 ３回戦進出
12月16日 県営サンアリーナ 団体 ベスト１６

第６回高校女子選抜常滑インドアソフトテニス大会 12月26日・27日 常滑市体育館 団体 出場

高校総体中地区予選 4月22日 白子高校 団体 １回戦　対　津西　５６-８９　敗退
１年生大会 7月10日 桔梗が丘高校 団体 １回戦　対　三重　４７－５３　敗退
選抜大会中地区予選 9月9日 伊賀白鳳高校 団体 １回戦　対　津西　６-１４４　敗退

1月6日 津高校 団体 １回戦　対　桜丘　７１－３６　勝利
1月7日 津東高校 団体 ２回戦　対　津　　４７－９８　敗退

高校総体　中地区予選 4月17日 亀山高校 団体 １回戦　対　津西　２４－１０４    敗退 
新人戦　中地区予選 1月8日 津西高校 団体 １回戦　対　津西　４９－７８　　  敗退
三重県高等学校バレーボール新人大会 2月4日 会場：伊勢学園高校 団体 2回戦　対暁（0-2）
三重県高等学校バレーボール春季大会 4月29日 会場：鈴鹿工業高等専門学校 団体 1回戦　対鈴鹿高専（1-2）
三重県高等学校総合体育大会バレーボール競技 5月26日 会場：海星高校 団体 1回戦　対暁（1-2）
中勢地区高等学校バレーボール選手権大会 8月11日 会場：津工業高校 団体 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦 対津工Ａ（0-2）,対高田(2-0)

8月12日 会場：津工業高校 団体 上位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦　対津西（0-2）
三重県高等学校バレーボール選手権大会 11月11日 会場：伊勢工業高校 団体 1回戦　対川越(2-0），2回戦　対津工（0-2)

三重県高等学校バレーボール新人大会 2月4日 会場：松阪商業高校 団体 1回戦 津西（0-2）
三重県高等学校バレーボール春季大会 4月29日 会場：津高校 団体 1回戦 暁（2-0), 2回戦 伊勢学園(2-1) 3回戦 四商(0-2)　ベスト16　
三重県高等学校総合体育大会バレーボール競技 5月26日 会場：安濃中央総合公園内体育館 団体 1回戦　対木本（0-2）

8月11日 会場：津西高校 団体 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦 農林A　津東（2-0）,津(2-1) 農林B 対　久居(0-2),高田(0-2)
8月12日 会場：津西高校 団体 上位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　農林A  久居（0-2）  下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　農林B　津西(0-2)

三重県高等学校バレーボール選手権大会 11月11日 会場：サオリーナ 団体 1回戦　対名張(2-0），2回戦　対農芸（0-2)

第64回春季東海地区高等学校野球　三重県大会 ４月 四日市・津・松阪・伊勢　球場 団体 ベスト１６
第99回全国高等学校野球選手権三重大会 ７月 四日市・津・松阪・伊勢　球場 団体 ベスト１６
第70回秋季東海地区高等学校野球　三重大会 8月 中勢地区　学校 団体 地区予選敗退
第37回　三重県高等学校野球一年生大会 10月 中勢地区　学校 団体 地区予選敗退

4月23日 ピン級　 個人 2位
4月23日 バンタム級 個人 2位
4月23日 ミドル級 個人 2位

三重県高校総体ボクシング大会 5月28日 ピン級　 個人 2位
11月5日 ピン級　 個人 2位
11月5日 ライトフライ級 個人 2位

津卓球選手権大会 4月29日 一般女子シングルス 個人 ３位
三重県高等学校総合体育大会卓球大会 5月27日 男子学校対抗の部 団体 ５位

6月3日 ジュニア男子シングルス 個人 ベスト３２（中部日本大会出場）
6月10日 男子ダブルス 個人 ベスト３２（中部日本大会出場）

鎮江杯争奪卓球大会 8月20日 一般男子シングルス 個人 ３位
9月2日 男子ダブルス 個人 ベスト３２（東海大会出場）

ジュニア男子シングルス 個人 ベスト３２（東海大会出場）
ジュニア女子シングルス 個人 ベスト１６（東海大会出場）

津市民体育大会卓球競技 10月15日 一般女子シングルス 個人 優勝
三重県高等学校新人卓球大会 11月11日 男子学校対抗の部 団体 ５位

女子バレー部は今年度の春季大会でベスト16になり、次は県ベスト8を目標に、日々活動しています。

9月9日

中部日本卓球選手権三重県予選

目標である団体戦ベスト８に入ることができました。初心者の多い３年生でしたが、キャプテンを中心に一生懸命練習し、県総体団体戦で勝つことができました。
あの感動は忘れることができません。新チームになってからもガーデンカップで５位に入賞しました。あと少しで３位になれるところだったのに負けてしまったので、悔しい思いをしました。
これからも目標を持って練習や日々の生活に励んでいきます。応援よろしくお願いします。

女子バスケットボール部

県高校総体　兼　全国総体　県予選

新人大会　兼　東海高校選抜大会　県予選

女子ソフトテニス部

男子バスケットボール部

県新人大会中地区予選

男子バレーボール部

野球部

ボクシング部

卓球部

中勢地区高等学校バレーボール選手権大会
女子バレーボール部

三重県ボクシング春季大会

三重県ボクシング新人大会

東海卓球選手権三重県予選

男子バレー部は、３年生６名、２年生７名、１年生６名、マネージャー４名で活動し、県大会ベスト８（シード権獲得）を目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



大会名 （月日） 部門・階級・大会会場等 （個人／団体） 成績

三重県青少年赤十字高等学校連絡協議会（年３回） 4/22  9/16  2/10 日本赤十字社三重県支部、木本高校 団体
あしなが募金活動 4/22 津駅西口 団体
三重県青少年赤十字リーダーシップ・トレーニングセンター 8/4～8/6 津市青少年野外活動センター 団体
青少年赤十字のつどい（募金のための物品販売・活動報告） 12/16 鈴鹿ハンター 団体
松阪市児童発達支援地域スクール 7/28  8/18 松阪福祉会館、嬉野社会福祉センター 団体
松阪こどもまつり・ふれあい体育祭ボランティア 4/23 9/10 中部台公園・ハートフル三雲 団体
稲葉特別支援学校寄宿舎生徒との交流会 7/12 稲葉特別支援学校寄宿舎 団体

毛筆の部 個人 大会奨励賞
毛筆の部 個人 大会奨励賞
毛筆の部 個人 大会奨励賞
毛筆の部 個人 大会奨励賞
毛筆の部 個人 大会奨励賞
毛筆の部 個人 特選
毛筆の部 個人 特選
毛筆の部 個人 特選
毛筆の部 個人 特選
毛筆の部 個人 金賞
毛筆の部 個人 金賞
毛筆の部 個人 金賞
毛筆の部 個人 銀賞
毛筆の部 個人 銀賞
毛筆の部 個人 銅賞
毛筆の部 個人 銅賞

個人 特選
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 奨励賞
個人 敢闘賞
個人 敢闘賞
個人 入選
個人 入選
個人 出展
個人
個人
個人 出展
個人
個人
個人
個人

吹奏楽部 三重県吹奏楽コンクール 8月1日 B編成 団体 銀賞
第３８回　みえ高文祭 １０月２６日～２９日 美術工芸部門　　三重県総合文化センター 個人 出品
久居農林高校文化祭 １１月 本校

個人 入選
個人 入選
個人 入選
個人 入選

洋画 個人 洋画
ハンドボール 個人 佳作
バレーボール 個人 佳作

柔道 個人 佳作
津市社会福祉協議会10周年記念座談会 1月22日 団体 出席
三重テレビ「わくドキ」 2月23日 個人 出演
三重テレビ「わくドキ」 2月23日 個人 出演
第64回全国高校放送コンテスト三重県大会 6月18日 テレビドキュメント部門 団体 『いのちの実習』　　最優秀賞
第64回全国高校放送コンテスト三重県大会 6月18日 ラジオドキュメント部門 団体 『メッセージ』　　優秀
第64回全国高校放送コンテスト三重県大会 6月18日 朗読部門 個人 奨励賞
第64回全国高校放送コンテスト三重県大会 6月18日 朗読部門 個人 奨励賞
第64回全国高校放送コンテスト（東京） 7月24日～27日 テレビドキュメント部門 団体 『いのちの実習』　優良賞（全国ベスト８）
第64回全国高校放送コンテスト（東京） 7月24日～27日 ラジオドキュメント部門 団体 出場
ＺＴＶ津放送局「じもトピ」 8月18日 高校生アナウンサー 個人 出演
ＺＴＶ津放送局「じもトピ」 8月28日 高校生アナウンサー 個人 出演
津市誠之地区敬老会　司会 9月17日 司会進行 団体
第37回近畿高等学校総合文化祭大阪大会 11月19日 ラジオメッセージ部門 団体 出場
津南警察署　地域・交通安全あんぜんざいキャンペーン 12月8日 司会進行 団体
第２２回三重県高等学校将棋新人大会 10月28日 総合文化センター 個人
久居農林高校文化祭 11月11日 イベント部門 団体 将棋とオセロの体験

生物部 本校文化祭 11月11日 団体

放送部

囲碁将棋部

美術部

作品展示・手作り小物販売・階段アート展示

第１２回津市美術展覧会 11月12日
津市リージョンプラザ

全国高校総合体育大会競技ポスター 11月17日

JRC部

書道部

高円宮杯日本武道館書写書道第展覧会 8月

第32回ふれあい書道展 8月

第26回国際高校生選抜書道展 10月

第37回みえ高文祭 10月27～28日

第45回書道部門生徒・教員展 １2月22日～24日

文化祭では書道パフォーマンスを実施し、大勢の方に見学していただきました。第26回国際高校生選抜書道展で初めて複数入選することができました。来年も頑張って活動していきたいと思います。

台紙付き楊枝入れ制作・茶会

平成２９年度「学校茶道のつどい」 7月17日 四日市　泗水庵 個人 蹲いの使い方・茶室での作法・呈茶

茶道部

平成２９年度「高等学校茶道研修会Ⅰ」 7月16日 三重県総合文化センター 個人

2017年度　各部の表彰・活動の記録
【文化系クラブ】



大会名 （月日） 部門・階級・大会会場等 （個人／団体） 成績
平成29年度食肉惣菜創作コンクール 10月21日 三重県食肉事業協同組合連合会 （個人／団体） 入選
第9回かむかむクッキングコンクール 10月9日 三重県歯科医師会館 （個人／団体） 優秀賞

（個人／団体） 入賞
「津ぶっこの美味しいレシピコンクール」 11月21日 津市農林水産物利用促進協議会 （個人／団体） 最優秀賞

（個人／団体）
（個人／団体）
（個人／団体） 優秀賞
（個人／団体）
（個人／団体）
（個人／団体）
（個人／団体）
（個人／団体）

名松線駅弁創作事業コンテスト 1月15日 （個人／団体） 参加
第8回「高校生スイーツコンテスト」 1月21日 （個人／団体） 参加

（個人／団体） 参加
（個人／団体） 参加
（個人／団体） 参加
（個人／団体） 参加
（個人／団体） 参加

第１３回フラワーアレンジメント競技三重県大会 6月25日 四日市農芸高校 個人 優秀賞
農業鑑定競技三重県大会 8月1日 久居農林高校 個人 「区分；食品」・・・最優秀賞 「区分；森林」・・・優秀賞（２名）
全国産業教育フェア・フラワーアレンジメント全国大会 10月21日 秋田県 個人 出場
第６７回日本学校農業クラブ全国大会　 10月25日 岡山県 個人 団体 農業鑑定競技　区分；食品・・・優秀賞 平板測量競技・・・優秀賞

農業クラブ

2017年度　各部の表彰・活動の記録
【家庭クラブ・農業クラブ】

家庭クラブ


