
【陸上競技部】

・第69回三重県高等学校総合体育大会陸上競技の部

男子総合の部 優勝 女子総合の部 2位

男子トラックの部 3位 女子トラックの部 2位

男子フィールドの部 2位 女子フィールドの部 2位

種目 順位 名前 記録 種目 順位 名前 記録

100m ５位 濱口　虎汰郎 11秒14 100m ５位 西村　愛 12秒83

200m ２位 濱口　虎汰郎 21秒45 400m ３位 新井　鈴愛 59秒79

優勝 濱口　虎汰郎 48秒44 800m ２位 倉野　加奈 2分19秒02

４位 宮脇　伸宙 49秒28 ６位 畑　　まどか 2分25秒60

800m ５位 早川　恭平 2分00秒07 1500m ２位 畑　　まどか 4分39秒32

110mH ５位 斎藤　海貴 15秒42 ４位 倉野　加奈 4分41秒27

斎藤　海貴 3000m ４位 佐々　遥菜 10分15秒23

濱口　虎汰郎 100mH ４位 泉　好笑 15秒05

齋藤　紫豊 400mH ６位 1分8秒14

松尾　結世 堂岡　新菜

古尾　洸介 圓山　遥比

宮脇　伸宙 新井　鈴愛

早川　恭平 西村　愛

濱口　虎汰郎 岡村　万琳

走幅跳 ２位 松尾　結世 6m99 圓山　遥比

三段跳 ４位 倉野　瑞樹 14m03 倉野　加奈

優勝 鴨澤　青海 49m57 新井　鈴愛

３位 濱口　泰河 44m78 走幅跳 優勝 中山　瑠奈 5m57

やり投 ４位 山本　海翔 54m05 走幅跳 ２位 堂岡　新菜 5m57

八種競技 ２位 山本　海翔 5182点 三段跳 優勝 中山　瑠奈 11m94

三段跳 ６位 濱地　きらら 11m00

円盤投 ６位 南　　穂乃佳 35m40

やり投 ５位 廣　　美里 41m07

・第66回東海高等学校総合体育大会陸上競技の部

男子総合の部 ３位

男子フィールドの部 ４位

種目 順位 名前 記録

200m ２位 濱口　虎汰郎 21秒65

円盤投 優勝 鴨澤　青海 49m99

円盤投 ３位 濱口　泰河 46m60

八種競技 ４位 山本　海翔 5189点

・第35回U20 日本陸上競技選手権大会

種目 順位 名前 記録

円盤投 優勝 鴨澤　青海 51m78

・第34回三重県高等学校駅伝競走大会（女子）

総合　３位 記録：１時間１６分５５秒

区間 区間順位 名前 記録

１区(6.0km) 5 西井　せり 22分35秒

２区(4.0975km) 2 佐々　遥菜 15分25秒

３区(3.0km) 3 倉野　加奈 10分33秒

４区(3.0km) 2 井山　一佳 10分26秒

５区(5.0km) 3 畑　　まどか 17分56秒

400m

4x100mR ６位 42秒62

4x100mR ４位 48秒53

4x400mR 優勝 3分18秒06

4x400mR ３位 4分1秒56

円盤投



【野球部】

・春季大会　ベスト８

　地区予選１位

　県大会２回戦　伊勢工　８－１（７回コールド）

　準々決勝　７－９　いなべ総合

・夏の選手権大会　ベスト４（６年ぶり）

　１回戦　津商　８－１

　２回戦　宇治山田　８－３

　３回戦　いなべ総合　８x－７（延長１０回）

　準々決勝　津工　１０－０（５回コールド）

　準決勝　津田学園　０－９（７回コールド）

・秋季大会　ベスト８

　地区予選１位

　県大会２回戦　四日市工　８－１（７回コールド）

　準々決勝　三重　２－４（延長１０回）

・１年生大会　ベスト４

　地区予選１位

　県大会１回戦　高田　１３－０（６回コールド）

　準決勝　菰野　４－６

【バスケットボール部女子】

・県総体出場

・県新人戦出場

【バレーボール部】

・三重県高等学校総合体育大会  　第５位

　１回戦～３回戦　すべてストレート勝ち

　４回戦      山商 ２―１ 松阪商業

  準々決勝    山商 ０―２ 高田

  順位決定戦  山商 ２―１ 鈴鹿

・三重県高等学校バレーボール選手権大会　　第５位

　２回戦      山商 ２―０ 神戸

　３回戦      山商 ２―０ 桑名

 　準々決勝    山商 ０―２ 高田

【サッカー部】

・三重県高等学校総合体育大会  　第３位

　準決勝　宇治山田商業　１―３　四日市中央工業

・第98回（令和元年度）全国高校サッカー選手権三重大会　第３位　☆敢闘賞受賞

　準決勝　宇治山田商業　１―２　海星

・高円宮杯Ｕ－１８三重県サッカーリーグ２０１９　１部リーグ　第６位　2部リーグ第6位　3部リーグ第9位

・ルーキーリーグ2019　第7位　優秀選手　亀井　隆人

【テニス部】

・三重県高校総体　　

　女子団体　７位　　大会敢闘選手　山口璃々(３年)

　女子シングルス　ベスト１６　奥田 葉(２年)

・三重県高校選手権　　

　女子団体　６位

・三重県高校新人戦

　女子団体　６位

【バドミントン部】

・県高校選手権大会兼全国総体予選  女子団体戦　５位　　　　

・県新人大会女子３部シングルス３位（森田万智）

・県高校秋季大会兼全国高校選抜大会予選　女子団体戦　５位　

・県高校秋季大会兼全国高校選抜大会予選  女子１部単  ５位（亀山陽菜、羽根颯希）  

・県高校秋季大会男子２部シングルス優勝（一井 翔）



【相撲部】

・春季大会

　団体戦　優勝

　個人戦　無差別級　優勝　　梅澤　忠秀（３年）　準優勝　　落合　駿　（２年）

　軽量級　　優勝　　倉田　朱羽（３年）

　重量級　　優勝　　落合　駿　（２年）　準優勝　　梅澤　忠秀（３年）

・東海四県高等学校　選抜相撲大会

　団体戦　３位

　個人戦　準優勝　落合　駿　（２年）　３位　梅澤　忠秀（３年）

・全国高等学校相撲金沢大会

　個人戦　ベスト１６　梅澤　忠秀（３年）

・県高校総体

　団体戦　準優勝

　個人戦　優勝　梅澤　忠秀（３年）　準優勝　落合　駿　（２年）

・東海総体

　団体戦　３位

　個人戦　軽重量級　優勝　梅澤　忠秀（３年）

　無差別級　優勝　梅澤　忠秀　（３年）

・全国総体

　個人戦　梅澤　忠秀（３年）決勝トーナメント２回戦　敗退

　　　　　落合　駿　（２年）決勝トーナメント１回戦　敗退

・東海大会（東海国体）

　団体戦　２位

・国民体育大会相撲競技

　団体戦　落合　駿（２年）倉田　朱羽（２年）　予選敗退

　個人戦　落合　駿（２年）決勝トーナメント１回戦　敗退

・県高校相撲新人大会

　団体戦　優勝

　個人戦　無差別級　　　優勝　落合　駿　（２年）　準優勝　岡田　爽汰（１年）

　３位　倉田　朱羽（２年）

　８０ｋｇ級　　準優勝　大山　凜　（１年）

　１００ｋｇ級　　　優勝　倉田　朱羽（２年）　準優勝　岡田　爽汰（１年）

　１００ｋｇ級以上　優勝　落合　駿　（２年）

【ソフトボール部】

・２０１９年度ソフトボール競技春季大会兼東海総体県予選大会

　2回戦　山商０－７三重

・令和元年度三重県高体連ソフトボール競技　県総体

　1回戦　山商７－０津・松阪・セントヨゼフ

　2回戦　山商０－５三重

・令和元年度ソフトボール競技秋季大会南勢地区予選大会　予選敗退

・令和元年度ソフトボール競技新人大会兼全国選抜大会県予選

　1回戦　山商３－２亀山

　2回戦　山商４－７神戸

・第７４回国民体育大会ソフトボール競技の三重選抜出場　全国5位　渡邉　亜紀穂



【珠算・電卓部】

・第66回三重県高等学校珠算・電卓競技大会兼全国高等学校珠算・電卓競技大会三重県予選

【珠算競技】

　団体総合競技　優勝（岡　杏香、大屋　優希、北村萌莉）

　個人総合競技　２等１席　岡　杏香　　２等２席　北村萌莉

【電卓競技】

　団体総合競技　優勝（伊藤美波、中村圭汰　岸田晴登）

　個人総合競技　優勝　岸田晴登　２等1席　伊藤美波　２等２席　中村圭汰

　種目別読上算　優勝　伊藤美波　

・第66回全国高等学校珠算・電卓競技大会　

　珠算の部団体　岡　杏香、大屋　優希、北村萌莉　

　電卓の部団体　伊藤美波、中村圭汰　岸田晴登　　の6名が出場

・第41回東海地区高等学校商業実務総合競技大会三重県予選

【珠算競技】

　団体総合競技　準優勝（北村萌莉、大屋優希、南　樺音）

　個人総合競技　準優勝　北村萌莉

　種目別応用計算　優勝　大屋優希　３等　南　樺音

　種目別読上算 ２等　北村萌莉

　種目別読上暗算　２等　岡　杏香

【電卓競技】

　団体総合競技　優勝（伊藤美波、中村圭汰　岸田晴登）

　個人総合競技　優勝　岸田晴登　3位　中村圭汰　　4位　伊藤美波

　種目別応用計算　優勝　　岸田晴登

・第41回東海地区高等学校商業実務総合競技大会　

　珠算の部　4名　電卓の部　3名　出場　

【簿記部】

・第３５回全国高等学校簿記コンクール出場

　前田　希美（２年）

【ESS部】

・第36回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト三重大会

　レシテーションの部　準優勝　中井望月（２年）

【コンピュータ部】

・第 39 回全国高等学校ＩＴ簿記選手権大会ＦＥ部門

　団体優勝( 2 年ぶり 2 回目）

　個人優勝（松本春薫：ﾏﾂﾓﾄﾊﾙ）

　個人3 位（小松美紅：ｺﾏﾂﾐｸ）

・第 31 回全国高等学校情報処理競技大会

　団体優勝（初）

　個人優勝（松本春薫：ﾏﾂﾓﾄﾊﾙ）

　個人７位（小松美紅：ｺﾏﾂﾐｸ）

　個人10 位（大山貴立：ｵｵﾔﾏｷﾘｭｳ）

　個人17 位（山邉晃也：ﾔﾏﾍﾞｺｳﾔ）

・第 11 回全国高等学校情報処理選手権大会

　団体優勝（初）

　個人準優勝（松本春薫：ﾏﾂﾓﾄﾊﾙ）

　個人 5 位（山邉晃也：ﾔﾏﾍﾞｺｳﾔ）

　個人 8 位（大山貴立：ｵｵﾔﾏｷﾘｭｳ）

　個人 15 位（溝口友輝：ﾐｿﾞｸﾞﾁﾕｳｷ）

　個人18 位（小松美紅：ｺﾏﾂﾐｸ）

・第 39 回全国高等学校ＩＴ簿記選手権大 会全国大会

　団体優勝（ 2 年連続 3 回目）

　個人優勝（松本春薫：ﾏﾂﾓﾄﾊﾙ）

　個人６位（大山貴立：ｵｵﾔﾏｷﾘｭｳ）

　個人 11 位（溝口友輝：ﾐｿﾞｸﾞﾁﾕｳｷ）


