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野
球

春季福井市長旗杯 ４月１日～ １回戦 対 工大福井 ２－３ 負け
春季北信越地区高校野球福井県大会 ４月23日 １回戦 対 科学技術 ３－５ 負け
全国高校野球選手権福井大会 ７月15日 １回戦 対 福井商業 １－10 負け
秋季福井市長旗杯 ８月26日～ １回戦 対 啓新 ６－12 負け
秋季北信越地区高校野球福井県大会 ９月８日 １回戦 対 北陸 ６－９ 負け
１年生大会 ９月30日 １回戦 対 武生 ７－８ 負け

サ
ッ
カ
ー

福井県ユースリーグ ４月８日 ユースリーグ１節 対 武生高校 ０－６ 負け
（Ｆ３リーグ） ４月16日 ユースリーグ２節 対 三国高校 ０－７ 負け

４月22日 ユースリーグ３節 対 足羽高校 ０－０ 引き分け
４月23日 ユースリーグ５節 対 武生東高校 ２－４ 負け
５月６日 ユースリーグ４節 対 福商高校Ｂ ０－１ 負け
６月４日 ユースリーグ６節 対 武生商業高校 ２－３ 負け
６月11日 ユースリーグ７節 対 羽水高校 ０－２ 負け
６月17日 ユースリーグ８節 対 武生高校 ０－２ 負け
７月９日 ユースリーグ９節 対 足羽高校 ０－４ 負け
７月16日 ユースリーグ10節 対 福井商業Ｂ ０－６ 負け
７月22日 ユースリーグ11節 対 武生商業高校 ４－４ 引き分け
７月30日 ユースリーグ12節 対 三国高校 １－９ 負け
８月20日 ユースリーグ13節 対 羽水高校 ０－３ 負け
９月10日 ユースリーグ14節 対 武生東高校 ２－０ 勝ち

春季高校総体 ５月27日 １回戦 対 福井工大福井高校 ０－６ 負け
全国高等学校サッカー選手権 ９月16日 １回戦 対 武生高校 ０－４ 負け
福井県大会

相
撲

第101回高校相撲金沢大会 ５月21日 団体予選１回戦 対 水戸農業（茨城） ２－１ 勝ち
（石川県金沢市卯辰山相撲場） 団体予選２回戦 対 富山商業（富山） １－２ 負け

団体予選３回戦 対 志摩（三重） ３－０ 勝ち
２勝６点にて決勝トーナメント進出

決勝T２回戦 対 鹿児島商業（鹿児島）３－０ 勝ち
決勝T３回戦 対 向の丘工業（神奈川）０－３ 負け

ベスト16敗退
個人決勝トーナメント（団体予選３戦全勝者のみ出場）

永井優人 初戦敗退
平成29年度春季高校総体 ６月３日 団体戦 対 奥越明成 ３－２ 勝ち（優勝）
（大野市エキサイト広場相撲場） 　　　　　※インターハイ団体戦出場決定

個人戦 １位 五十嵐司　※インターハイ個人戦出場決定
２位 永井優人　※インターハイ個人戦出場決定
３位 林　正紘　※インターハイ個人戦出場決定

県下総合相撲選手権大会 ６月18日 団体戦 優勝 福井農林Ａチーム（武内僚夢・五十嵐司・秦哲也）
（大野市エキサイト広場相撲場） ３位 福井農林Ｂチーム（上野俊光・永井優人・林正紘）

個人戦 優勝 五十嵐司
２位 永井優人
３位 林　正紘

県民スポーツ祭 ７月８日 団体 対 奥越明成 ５－０ 勝ち（優勝）
個人 １位 ３物 五十嵐司

２位 ３物 永井優人
３位 １物 武内寮夢

インターハイ ８月４日 団体
（宮城県鳴子スポーツセンター） ～８月６日 団体予選１回戦 対 加美農業（宮城） ４－１ 勝ち

団体予選２回戦 対 加茂水産（山形） ３－２ 勝ち
団体予選３回戦 対 中部農林（沖縄） ２－３ 負け

２勝９点にて決勝トーナメント進出

平成29年度　部活動各種大会 結果一覧
【体育系】
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相
撲

決勝T１回戦 対 近大付属（大阪） １－４ 負け
ベスト32敗退

個人予選
３物 五十嵐司 １勝２敗 予選敗退
３物 永井優人 ２勝１敗 決勝Ｔ進出
３物 林　正紘 ０勝３敗 予選敗退

個人決勝Ｔ

第53回北信越相撲選手権大会 ８月27日 福井農林高校から４名選出
（３物．五十嵐司、永井優人、秦哲也、林正紘）
【団体】
福井　２－３　長野
福井　１－４　富山
福井　１－４　新潟
福井　０－５　石川
０勝４点にて第５位

第71回国民体育大会相撲競技 10月６日～ 本校出場者　
（岩手県八幡平市総合運動公園体育館） 　二陣　３物　五十嵐司

　中堅　３物　永井優人
　副将　３物　林　正紘
　大将　３物　秦　哲也　
予選１回戦
　福井県　１－４　沖縄県
　（五十嵐●、永井●、林●、秦○）
予選２回戦
　福井県　２－３　京都府
　（五十嵐●、永井○、林○、秦●）
予選３回戦
　福井県　４－１　兵庫県
　（五十嵐○、永井○、林○、秦●）
結果…１勝７点（予選敗退）　　

福井県高等学校新人大会相撲競技 11月18日 団体戦
（大野市エキサイト広場相撲場） 　福井農林　０－３　奥越明成　準優勝

個人戦
　100kg級　１物　上野俊光　３位

陸
上

春季高校総体 ５月27日～ やり投げ ７位 加藤優弥
新人戦 ９月22日～ ハンマー投 ４位 中森悠莉 北信越大会出場

走り幅跳び ８位 八木駿一
三段跳び ５位 出口翔也 北信越大会出場

新人戦北信越大会 10月６日～ ハンマー投 中森悠莉 NM
三段跳び 20位 出口翔也 12m24cm

女
子
バ
レ
ー

中部日本総合　県予選会 ４月22日 予選リーグ 対 啓新 ０－２
予選リーグ 対 武生 ０－２

春季高校総体 ６月２日～ 予選リーグ 対 武生東 ０－２
対 敦賀気比 ２－０

決勝Ｔ１回戦 対 鯖江 ０－２
県民スポーツ祭兼春高バレー福井県予選 11月18日～ 決勝Ｔ１回戦 対 高志 ２－０

決勝Ｔ２回戦 対 大野 ０－２

男
子
バ
レ
ー

中部日本総合　県予選会 ４月22日～ 予選G 対 武生工業 ２－０
決勝Ｔ２回戦 対 坂井 ２－０
準決勝 対 大野 １－２ ベスト８

春季高校総体 ６月２日～ 予選G 対 敦賀工業 ２－０
予選G 対 勝山 ２－０
決勝Ｔ２回戦 対 藤島 ２－０
決勝Ｔ３回戦 対 北陸 ０－２ ベスト８

県民スポーツ祭兼春高バレー福井県予選 11月５日～ 決勝Ｔ１回戦 対 武生工業 ２－０
　　　２回戦 対 工大福井 ０－２
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剣
道

春季選手権大会 ４月24日 女子団体トーナメント
１回戦 対 金津高校 ０－５

春季高校総体 ６月２日 男子団体トーナメント
～６月３日 1回戦 対 鯖江高校 ０－３

女子団体トーナメント
１回戦 対 金津高校 ０－４

女子個人 ３名　一回戦
男子個人 ３名　一回戦

県民スポーツ祭 7月16日 男子団体
１回戦敗退 対 敦賀高校 ０－５

新人大会 11月18日
～11月19日 男子団体トーナメント

１回戦 対 北陸高校 ０－５
男子個人 ３名　一回戦

男
子
テ
ニ
ス

春季ジュニアテニス選手権 ４月２日～ Ｕ－18 シングルス　４回戦進出 森永　輝
４月５日 ３回戦進出 岩田友希

後藤　駿
２回戦進出 田中礼人

他　初戦敗退
Ｕ－18 ダブルス　 ２回戦進出 田中礼人・荒川颯人

他　初戦敗退
春季高校総体 ６月２日 団体戦 初戦 対　勝山 ０－３ 敗退

６月３日 個人戦 ダブルス　 初戦敗退 ５ペア出場
６月４日 個人戦 シングルス　２回戦進出 尾西大空

他　初戦敗退
県民スポーツ祭 ８月５日 団体戦 １回戦 対　大野 ２－１

２回戦 対　藤島　 １－２
夏季ジュニアテニス選手権大会 ８月７日 Ｕ－16 ダブルス　わかばテニスコート

８月９日 ４回戦進出　櫛部海斗・清水直輝　 ベスト16
３回戦進出　飛永真功・田中大河
２回戦種出　八田飛鳥・山田聖真
他　初戦敗退
個人戦シングルス　福井県営テニス場
５回戦進出　櫛部海斗　 ベスト16
４回戦進出　清水直輝
２回戦選出　佐藤直人、田中大河、荒井勇斗、
　　　　　　加藤康平、佐藤　合
他　初戦敗退

Ｕ－18 ダブルス　西公園テニス場
３回戦進出　三浦銀星、伊藤大造
２回戦選出　田中礼人、井向星冴
他　初戦敗退
個人戦シングルス　西公園テニス場
３回戦進出　西田崚悟、三浦銀星
２回戦進出　伊藤大造、井向星冴
他　初戦敗退

新人テニス大会 ８月15日 団体戦 ２回戦 対　大野高校　 ５－０
３回戦 対　敦賀気比高校　０－３
順位決定戦　対　藤島高校　 ０－３ ベスト８

８月16日 個人戦 ダブルス
８月18日 ４回戦進出　三浦銀星、櫛部海斗　 ベスト16

３回戦進出　伊藤大造、清水直輝
２回戦進出　田中礼人、井向星冴
　　　　　　髙柳將眞、西田崚悟

８月19日 個人戦 シングルス
３回戦進出　櫛部海斗
２回戦進出　清水直輝　　　他２名初戦敗退
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女
子
テ
ニ
ス

春季ジュニアテニス選手権
春季高校総体 ６月２日 団体戦 初戦 対　北陸高校 ０－３

６月３日 個人戦 ダブルス　 初戦敗退 中村果歩・山口紫帆
木村衣歩・長谷川香月
嶋川真由・髙野海月
伊與千春・上野舞依
清水七海・豊田希美

６月４日 個人戦 シングルス　初戦敗退 中村果歩
山口紫帆
木村衣歩
長谷川香月
上見理名

県民スポーツ祭 ８月５日 団体戦 １回戦 対　北陸 １－２
夏季ジュニアテニス選手権 ８月９日 個人戦 Ｕ18ダブルス　３回戦進出 髙野海月・嶋川真由

～８月10日 他　初戦敗退
Ｕ18シングルス 初戦敗退
Ｕ16ダブルス 初戦敗退
Ｕ16シングルス 初戦敗退

新人大会 ９月15日 団体戦 １回戦 対　高志高校 ０－５
～９月19日 ダブルス　 ３回戦進出 高野海月・嶋川真由

２回戦進出 山田麻由香・大和莉奈
シングルス　 初戦敗退

レ
ス
リ
ン
グ

ジュニアクイーンズカップ ４月２日 ジュニアの部
52kg級	 梨木　陽 初戦敗退

JOCジュニアオリンピックカップ ４月22日 女子ジュニアの部
～４月23日 51kg級	 梨木　陽 ベスト８

春季高校総体 ６月２日 学校対抗戦	 　　　　　　３位 北信越大会　出場
～６月３日 個人戦

女子49kg級　　　　　　 梨木　陽　　優勝 北信越大会　出場
フリースタイル74kg級　　長谷川大晟　３位 北信越大会　出場
フリースタイル120kg級　　笹岡龍馬　　２位 北信越大会　出場
グレコローマンスタイル74kg級　　長谷川大晟　初戦敗退
グレコローマンスタイル120kg級　　笹岡龍馬　　２位
　　　　　　　　全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会　出場

北信越大会 ６月17日 学校対抗戦	 　　　　　　　初戦敗退 vs志賀高校（２－４）
～６月18日 個人戦

女子49kg級	 梨木　陽　　優勝 インターハイ　出場
　　74kg級	 長谷川大晟　３位
　　96kg級	 林　佑樹　　２回戦敗退 ベスト８
　　120kg級	 笹岡龍馬　　３位

県民スポーツ祭 ７月16日 学校対抗戦	 　　　　　　２位
個人戦
女子53kg級	 梨木　陽　　優勝 国民体育大会　出場
　　55kg級	 稲田基男　　初戦敗退
　　84kg級	 長谷川大晟　３位
　　84kg級	 早川武吹　　初戦敗退
　　96kg級	 林　佑樹　　３位
　　120kg級	 笹岡龍馬　　優勝 国民体育大会　出場

インターハイ ８月１日 女子の部
～８月３日 49kg級	 梨木　陽　　初戦敗退

全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会 ８月16日 120kg級	 笹岡龍馬　　１回戦敗退 予備選突破
～８月19日

国民体育大会 10月６日 女子53kg級	 梨木　陽　　２回戦負傷棄権１回戦突破
～10月10日 少年フリー120kg級	 笹岡龍馬　　５位

新人大会 11月３日 学校対抗戦	 　　　　　　３位
個人戦
55kg級	 稲田基男　　２位 選抜北信越大会　出場
84kg級	 早川武吹　　３位 選抜北信越大会　出場
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郷
土
芸
能

入学式歓迎演奏 ４月７日 発表
丹南地区メーデーフェスティバル ４月30日 アトラクション演奏
福井地区メーデーフェスティバル ４月30日 アトラクション演奏
円山体育祭 ５月28日 アトラクション演奏
江端保育園和太鼓指導 ６月３日 アトラクション演奏
きらり祭 ６月３日 アトラクション演奏
農友会総会 ６月４日 アトラクション演奏
Mondial des cultures de Drummondville2017 ７月８日～17日 発表
はるえイッッチョライでんすけ祭り ７月29日 アトラクション演奏
ＦＢＣサマーフェスタ２０１７ ８月５日 アトラクション演奏
ＯＴＡＩＫＯ響『笑顔に会い隊』 ８月19日 発表
はぴりゅうフェスタ～ One year to go～ ９月10日 アトラクション演奏
六条ふれあいまつり 10月１日 アトラクション演奏
白山神社秋祭り 10月７日 アトラクション演奏
おおい町民体育大会 10月８日 アトラクション演奏
越前市AW-1スポーツアリーナ完成記念事業 10月14日 アトラクション演奏
若越ひかりの村「村まつり」 10月22日 アトラクション演奏
農文祭 11月３日 発表
親子ふれあい活動（和太鼓公演会） 11月11日 公演
福井ライオンズクラス60周年式典 11月11日 アトラクション演奏
志比小学校公演会 11月18日 公演
高文連音楽フェスティバル 11月23日 出場
はぴりゅうフェスタ2017inサンドーム 12月10日 アトラクション演奏
第14回定期演奏会 12月17日 主催コンサート
｢キラリ！福井っ子」
力強く！！太鼓に魅せられた高校生たち 12月23日 放映

文
芸

高文連文芸部第１回研修会 ５月27日 参加
高文連文芸部第２回研修会 ７月31日 参加
北信越文芸道場 ９月18日・19日 企画・運営・参加
農文祭 11月２日・３日 販売
部誌製作 ４月・10月・１月

邦
楽

入学式　歓迎演奏 ４月７日 演奏
高文連日本音楽部門春季演奏会 ６月２日 演奏
農文祭 11月３日 演奏
日本音楽部門音楽フェスティバル 11月９日 演奏

吹
奏
楽

入学式　歓迎演奏 ４月７日 演奏
高文連　楽器別講習会 ５月27日 参加
介護施設「わがや」訪問演奏 ８月２日 演奏
体育祭 ９月１日 式典演奏
介護施設「わがや」秋まつり ９月23日 演奏
農文祭 11月２日 演奏
音楽フェスティバル吹奏楽部門 11月11日 演奏
近畿高等学校総合文化祭吹奏楽部門 11月12日 演奏

部名 大　　会　　名 期　日 成　　　　　績

レ
ス
リ
ン
グ

96kg級	 林　佑樹　　２位 選抜北信越大会　出場
120kg級	 笹岡龍馬　　優勝 選抜北信越大会　出場

北信越大会 11月18日 個人戦
～11月19日 55kg級	 稲田基男　　２回戦敗退 初戦突破

84kg級	 早川武吹　　初戦敗退
96kg級	 林　佑樹　　初戦敗退
120kg級	 笹岡龍馬　　優勝 選抜大会　出場

ボクシング 春季総体 ６月３日 個人戦フライ級	 河合海飛　　初戦敗退

【文化系】
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演
劇

巡回演劇講座 ５月６日 参加
春季演劇研修会 ６月２日～６月３日 参加
福井治安アカデミー演劇祭 ６月11日 上演
第69回福井県高等学校演劇祭 ９月16日～９月19日 銀賞
農文祭 11月２日 上演
秋季演劇研修会15分劇 11月10日～11月11日 優秀賞

書
道

岐阜女子大学全国書道展 ７月 特賞　　尾下詩穂
優秀賞　安木咲虹・谷口　茜・宮崎琢己・玉井和紘
秀作賞　中田麗華・村井鈴香・森永茉里奈

福井県高等学校総合文化祭 11月16日～11月19日 出展
農文祭 11月２日 パフォーマンス　出展

茶
華
道

学生茶会 ７月16日 参加
農文祭 11月３日 生花・お茶会

Ｊ
Ｒ
Ｃ

あしなが育英会学生募金 ４月23日 協力
盲学校まどか祭りお手伝い参加 ７月18日 協力
フレンズあすわ作業ボランティア ７月28日 協力
盲学校体験会 ８月５日 協力
バリアフリーチェック ７月27日・８月11日 協力
農文祭 11月２日～３日 展示・販売
バリアフリーチェック報告会 11月11日 協力
共同募金 12月９日～10日 協力
フレンズあすわ発達障害児支援 12月27日・１月13日 協力

放
送

体育祭 ９月１日 放送・進行
農文祭 11月２日～３日 ステージ発表の進行アナウンス
その他学校行事等の放送準備 朝読書期間 朝読書の案内および新刊図書案内

美
術

農文祭 11月２日～３日 展示
福井県高等学校総合文化祭 11月16日～11月19日 出展

【農業系】
部名 大　　会　　名 期　日 成　　　績　　　等

環境土木

農ク年次大会平板測量競技 ７月21日 最優秀賞
生物調査（九頭竜川支流） ８月18日
農ク全国大会平板測量競技 10月26日 最優秀賞
福井陸水生物研究会 11月18日 参加

環境緑化 庭園管理 随時
生物生産 ふれあい農園　入園式 ４月17日 受付など

農文祭 11月３日 豚汁振る舞い

生産流通 ＪＡ永平寺主催「ニンニク収穫祭」に参加 ６月24日 ＪＡ永平寺主催「ニンニク収穫祭」に参加し、
ニンニクの着ぐるみ等でニンニクのＰＲ

生活科学 ＰＴＡふれあいトーク ６月10日 お菓子講座担当
バイオサイエンス 特になし


