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平成２８年度前半のクラブ活動紹介
平成２８年７月現在

【ソフトテニス部】
◆第63回東海高等学校総合体育大会ソフトテニス競技三重県予選大会

（4月30日、伊勢市営庭球場）
学校対抗の部
《男子》 ２回戦 宇治山田 １－② 鈴鹿高専
《女子》 １回戦 宇治山田 ０－③ 高田

◆平成28年度三重県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技兼全国総体三重県予選大会
（5月30日、四日市ドーム）

学校対抗の部
２回戦 宇治山田 １－② 四日市《男子》

《女子》 １回戦 宇治山田 ０－③ 明野

【硬式野球部】
◆三重県春季高校野球南勢地区予選
第１次２回戦 宇治山田 １３対０ 志摩
代表決定戦 宇治山田 ５対６ 伊勢

第２次２回戦 宇治山田 １対２ 水産

◆長田杯第54回宇治山田高校・伊勢高校硬式野球定期戦
山高が３年ぶりに快勝
６月２日（土）に倉田山球場で硬式野球部の定期戦が行われました。山高はここ２年間

連敗していましたが、今年は積極的な打撃で初回から５点を奪い、１２対３で３年ぶりに
勝利しました。吹奏楽部、生徒会、応援部の素晴らしい応援、そして、先生方・一般生徒
の皆さんのスタンドからのい声援もありがとうございました。通算成績は宇治山田高校２
４勝、伊勢高校２５勝、４引き分け（勝敗不明１回）となりました。

【軟式野球部】
３年６名、２年７名、１年１１名、マネージャー９名の計３３名で活動しています。文

武両道、凡事徹底、一所懸命を目標とし、東海大会出場を目指して頑張っています。
戦績は以下の通りです。

◆三重県軟式野球春季大会 兼 県総体
２回戦 宇治山田 ４－１ 鈴鹿
決勝リーグ 宇治山田 ０－２ 桑名
決勝リーグ 宇治山田 ４－３ 伊勢
決勝リーグ 宇治山田 １－２ 高田
以上の結果、三重県３位となりました。応援ありがとうございました。

【サッカー部】
１年生１１名、２年生１３名、マネージャー６名、合計３０名で活動しています。
現在は高円宮杯Ｕ-１８サッカーリーグ2016、三重県サッカーリーグ３部を戦っている

真っ最中です。詳しい結果は随時三重県サッカー協会ＨＰで見ることができます。

【卓球部】
◆県総体（5月28日）
男子学校対抗の部 １回戦 ○宇治山田 ３－０ 桜丘

２回戦 ●宇治山田 １－３ 紀南
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【男子バレーボール部】
宇治山田高校男子バレー部は、部員の減少と経験者が少ない中、ここのところ３年の卒

業試合（県総体）で１勝していましたが、今年は残念ながら１回戦神戸高校に０－２で負
けてしまいました。
練習は１・２年９人のプレーヤーと４人のマネージャーで楽しくやっています。基本を

重視して戦力をつけて県ベスト８以上を目指せるチームになりたいです。

【女子バレーボール部】
◆三重県高等学校バレーボール春季大会（4月29日、亀山高校）
１回戦 対いなべ ２：０で勝利
２回戦 対川越 ２：１で勝利
３回戦 対四日市商業 ０：２で敗北

◆県総体（5月28日、スポーツの杜 鈴鹿）
１回戦 対木本 １：２で敗北

【陸上競技部】
陸上競技部は、１年生１６人、２年生１６、３年生１８人、合計５０人の部員と３名の

顧問で日々、全国に向け活動しています。今年度の主な大会の成績を報告します。
◆第46回三重県高等学校陸上競技春季大会（5月7～8日、四日市緑地競技場）
１位 男子800m 1分58秒69
１位 女子5000mW 28分35秒58
２位 女子400m 59秒56
３位 女子800m 2分21秒80
３位 男子400mH 55秒55
３位 男子3000mSC 9分49秒88
４位 女子砲丸投 10ｍ94
５位 男子ハンマー投 48ｍ65
６位 女子ハンマー投 37ｍ53
７位 女子ハンマー投 35ｍ09
６位 男子400m 51秒89
８位 男子5000mW 26分57秒34
８位 男子4×400mR 3分33秒47

◆第69回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会（5月28～30日、四日市緑地競技場）
男女総合の部 ９位
男子トラックの部 ５位 ９点
女子トラックの部 ８位 １１点
女子フィールドの部 ７位 ３点
１位 男子800m 1分56秒64
２位 女子5000mW 28分04秒24
３位 女子400m 59秒51
４位 女子砲丸投 11ｍ15
５位 女子800m 2分21秒15
５位 男子3000mSC 9分38秒64
５位 男子八種競技 4619点
６位 男子400mH 56秒22
６位 男子ハンマー投 48ｍ53
８位 男子110mH 15秒80
※６位までの選手（競歩と混成は４位）は第63回東海高校総体（岐阜）に出場。
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【バドミントン部】
◆平成28年度三重県高校バドミントン選手権大会（県総体）
（個人の部）女子１部複の部 ２年生女子 ベスト１６
（団体の部）男子：ベスト１６ 女子：５位入賞

【硬式テニス部】
◆三重県高等学校総合体育大会団体１回戦（女子）

宇治山田 １ 対 ２ 松阪
ダブルス ２－８
シングルス１ ６－８
シングルス２ ８－１

【男子バスケットボール部】
◆三重県総合体育大会南勢地区予選
１回戦 宇治山田 119 対 19 南伊勢
２回戦 宇治山田 85 対 42 紀南
３回戦 宇治山田 107 対 66 尾鷲
１位決定戦 宇治山田 47 対 49 木本

◆三重県総合体育大会
１回戦 宇治山田 51 対 56 亀山

【女子バスケットボール部】
◆県高校総体南勢地区予選
宇治山田 57－46 宇治山田商業
宇治山田 37－45 三重
宇治山田 63－31 相可
宇治山田 47－43 木本 南地区５位で県大会に出場

◆県高校総体県大会
宇治山田 55－85 暁

【柔道部】
◆ジュニア柔道体重別選手権大会三重県予選会（5月29日）
３年男子２名出場。

【剣道部】
◆三重県高校剣道春季大会
男子団体の部 １回戦 ○宇治山田 １－１ 久居農林×（本数勝ち）

２回戦 ×宇治山田 ０－３ 宇治山田商業○
女子団体の部 １回戦 ○宇治山田 ２－１ 四日市西×

２回戦 ×宇治山田 ０－４ 津西○

◆三重県高等学校総合体育大会剣道競技
男子団体の部 ２回戦 ×宇治山田 １－２ 亀山○
女子団体の部 １回戦 ○宇治山田 １－０ 木本×

２回戦 ×宇治山田 ０－３ 桑名○
男子個人の部 ２回戦進出 ３名 １回戦敗退 １名
女子個人の部 ２回戦進出 ４名
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【応援部】
応援部は現在３年生６名、２年生１０名、１年生３名で活動しています。先日の伊勢高

校との硬式野球部定期戦が今年度初めての活動となりました。選手の皆さんがより一層の
力を発揮できるように、一生懸命エールを送りました。

【華道部】
３年生３人、２年生６人、１年生１人の１０人で 毎月２回程度活動しています。外部

の講師の先生に来ていただきお花を生ける技術や、心を磨いています。お花や花器の扱い
方だけではなく、礼儀作法も教えていただいています。

、 。生けたお花を会議室前の廊下に展示し 文化祭や文化部発表会でも展示を行っています

【茶道部】
茶道部は今年度、４名の１年生部員を迎え、３年生８名、２年生３名の計１５名で活動

しています。
主な活動としては、８月は茶道資料館・和菓子資料館の見学、和菓子つくり体験などを

行う京都研修、９月は山高文化祭で茶会開催、１０月は三重高文祭の茶会参加、３月は山
女・山高のＯＢ・ＯＧをお迎えして茶会を開催などがあります。
今年度も１回１回のお稽古を大切にし、美味しいお抹茶・和菓子をいただきながら茶道

の立ち居振る舞い、おもてなしの心を学んでいきます。

【天文部】
昨年度から人数が増え、２年生１１名、１年生１５名でマイペースに活動しています。
日没が遅い夏場などは、映画等で天体に関する教養を深め、日没の早い冬場に、月や惑

星等の観測をします。設備は、初心や向けのものですが、みんなで和気藹々としてます。
文化祭では、天文部ならではの発表を現在考えています。

【囲碁部】
男子１２名・女子１０名で放課後、囲碁の定石の研究や対局を中心に活動しています。
５月３日・４日に行われた平成２８年度三重県高校囲碁選手権大会女子個人戦で３年生が

、 。準優勝し ８月２日３日の全国高校総合文化祭広島大会の三重県チーム三将で出場します
応援よろしくお願い致します。

◆平成 年度三重県高校囲碁選手権大会28
女子個人戦 準優勝
女子団体戦 準優勝
男子団体戦 第３位

【写真部】
昨年度後半からの在校生の成績を中心に報告します。
◆第36回みえ高文祭写真部門 兼 第27回秋季写真コンテスト（10月25日）
佳作 ８名

◆第三銀行辻久留支店にて作品展示（12月4日～30日）

◆第34回新人写真コンテスト（1月16日）
銀賞 １名 入選２位 入選６位 １名 佳作 １０名
※10月25日の秋季コンテストと1月16日の新人コンテストの結果、女子１名が
平成28年7月広島市で開催される全国高校総合文化祭へ出場。
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◆第三銀行辻久留支店にて作品展示（3月1日～3月30日）

◆第１回東海地区高校生フォトコンテスト（3月20日）
入選 ２名

◆伊勢市駅前サミットウェルカム行灯（3月25日～5月28日）
フランス、イタリアに本校生徒２名の作品が採用

◆第36回夏季写真コンテスト（6月20日）
入選１位 １名 入選３位 １名 入選４位 １名
入選６位 １名 佳作 ９名
※今回の夏季コンテストの結果、女子１名が平成28年11月姫路市で開催される
近畿高校総合文化祭へ出場。

【合唱部】
今年度は５人の１年生が入部し、１５人での活動がスタートしました。

、 、毎日の限られた時間の中で 先輩から発声の基本や身体を使った歌い方を教わりながら
楽しく練習に励んでいます。今年度もコンクール等たくさんの行事に積極的に参加してい
きたいと思います。応援よろしくお願い致します。
最近の活動とこれから行われる行事です。
４月 ３日 若い芽のためのコーラスワークショップ
５月 ５日 新入生歓迎会（OB参加）
６月１９日 第56回三重県合唱祭
７月１６日 三重県合唱講習会
７月２６日 高校音楽教育研究会連合音楽会
８月 ６日 NHK全国学校音楽コンクール三重大会
８月１１日 全国合唱コンクール三重県大会

【吹奏楽部】
、 、 、 、現在３年生１３人 ２年生１５名 １年生１４名で 夏のコンクールや硬式野球の応援

文化祭などに向けて日々練習をしています。限られた時間の中ですが、各個人の技術の向
上と共に４２名でのハーモニーの豊かさを目ざして頑張っています。今後も応援よろしく
お願いします。
［今後の予定］
８月 中部日本コンクール（四日市文化会館）
８月 三重県吹奏楽コンクール（総合文化センター）
12月 早修小学校芸術鑑賞会出演
１月 三重県アンサンブルコンテスト南勢地区大会
３月 第18回文化部発表会（第53回音楽発表会）


