
令和２年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

～第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会和歌山県大会 完封で優勝！～

１２月 ３日(木) 期末考査
～ ９日(水)

１２月１０日(木) 冬季球技大会
～１１日(金)

１２月２４日(木) 終業式

１２月
行事予定

ラグビーの聖地「花園」で開催される第
100回全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会は、冬季運動競技のインターハイに
位置づけられています。
熊野高校ラグビー部は、10月18日から

行われた県大会において、以下の試合内容
で「花園」への切符を手にしました。
★ 二回戦 熊野 １０３ － ０ 田辺
★ 準決勝 熊野 ７２ － ０ 和歌山北
★ 決勝 熊野 ２７ － ０ 和歌山工業
決勝戦は、本校と同じく完封で勝ち上

がってきた和歌山工業高校との対戦でした

が、見事０点で抑えました。今大会相手校
に１点も与えない、いわゆる完全優勝を成
し遂げたことは誇らしいことだと思います。
今年は、どのクラブも大会やコンクール

が次々と中止になり、悔しい思いをした生
徒が多いことでしょう。そんな想いも胸に、
全力で大会に臨んでほしいと思います。
１回戦は、12月2８日(月)に愛知県１位

校の中部大学春日丘高校との対戦が決まり
ました。残念ながら無観客試合となります
が、ネットでのLive配信が予定されていま
す。多数の応援をお願いします。

近畿大会出場 空手道部/少林寺拳法部

全国高等学校陸上競技大会2020 結果
400mHに出場した古川くん

(3E)は、予選4着でＢ決勝に進出
し、最終1４位となりました。
松場くん(3E)は八種競技で

5309点を獲得し9位と惜しくも
入賞を逃しましたが、400mでは

出場選手中1位(49”99)のタイ
ムをたたき出しました。
この大会はインターハイよりも

出場が難しいハイレベルな大会で
す。そのような舞台で2名とも素
晴らしい成績を残しました。

団体・個人でも近畿大会へ多数出場
１１月１５日から行われた県柔

道新人大会で、２Ｄの垣内茉裕さ
んが個人戦で優勝し、全国大会へ
の切符をつかみました。全国高等
学校柔道選手権大会は、３月１９
日から日本武道館で開催されます。
また、団体戦を含めて多くの選

手が近畿大会への出場も決めまし
た。近畿大会は、１月２３日から
個人が姫路市で、団体は奈良の五
條市で行われます。
柔道は、コロナ感染防止の観点

から他の競技よりも練習内容に規
制がかかり、普段の練習や大会が

できるようになるのが一番遅い競技で
した。そのような状況の中でも、選手
たちは腐らずに地道な練習を重ねてき
ました。その成果が現れた大会となり
ました。
各大会での活躍を期待しています。

自由単独演武 第８位 井岡　菜那実（１Ｆ） 近畿大会出場

県高等学校少林寺拳法新人大会

空手道部は、県新人大会にお
いて、右の表の成績を収めまし
た。上位入賞者がたいへん多い
結果となりました。
近畿大会は、来年1月22日か

ら3日間、兵庫県の神戸常盤ア
リーナで開かれます。近畿大会

でも上位入賞が期待されます。

少林寺拳法部の井岡さんは12
月２６日から兵庫県ベイコム総
合体育館にて行われる近畿大会
に出場します。

ともに健闘を祈ります！！

●バスケットボール部

１回戦 熊野 ６５ ー ４７ 星林

２回戦 熊野 １７ ー １００ 和歌山工業

女子 １回戦 熊野 ４９ ー ６４ 向陽

県高等学校秋季選手権大会

男子

●バレーボール部

第1試合 熊野 １ － ２ 橋本

第2試合 熊野 ０ － ２ 紀北工業

第1試合 熊野 ２ － ０ 和歌山

第2試合 熊野 ３ － １ 紀央館

第1試合 熊野 ２ － ０ 桐蔭

第2試合 熊野 ０ － ２ 開智

男子

女子

県高等学校バレーボール選手権大会

予選

予選

決勝

トーナメント

●ソフトテニス部

団体戦 １回戦 熊野 １ － ２ 開智

個人戦

団体戦 １回戦 熊野 ０ － ３ 神島

ベスト３２ 中島・白木組

男子
３回戦までに全組敗退

　※県新人インドア大会出場権獲得

県高等学校ソフトテニス新人選手権大会

個人戦
女子

●卓球部

女子学校対抗 １回戦 熊野 １ － ３ 向陽

男女シングルス 全員３回戦以内で敗退

県高等学校新人卓球大会

●陸上競技部

県高等学校駅伝競走大会　男子　８位

秋に行われる新人大会・選手権大会。１・2年生が
中心の大会と思われがちですが、実はバレーボールと
バスケットボール、そしてラグビーは3年生最後の大
会となります。進路のことを考えながら最後の大会に
向けて練習に励んできた３年生もいるのです。
特に、男子バレーボール部はこの大会で、そして男

子バトミントン部は前回の大会をもって活動の歴史に
幕を閉じます。とりわけ男子バレーボール部は、長い
歴史だけでなく、全国大会や近畿大会への出場を数多
く成し遂げたクラブでした。
各クラブの活動は試合の結果だけでなく、その記録

は色あせず、また、その時代ごとに活動したそれぞれ
の生徒たちの記憶は、残り続けるのだと思います。選
手のみなさんお疲れさまでした。

釣本(2E)　大矢(2E)　小川(2E)

片原(1C)　坂本(1E)　中山(1F)

南(2D)　　上原(1E)　上原(1B)

古守(1C)　藤井(K1)　宮本(K1)

優勝 釣本道稔（２E） 近畿大会出場

準優勝 小川陽大(2E)

準優勝 大矢海凪（２E） 近畿大会出場

第３位 中山　和(1F)

第３位 上原大幹（１E）

第３位 坂本一慎（１E）

第３位 宮本一颯（K１） 近畿大会出場

木村(2D)　三原(2E)　永野杏(2E)　青山(K2)

民野(K2)　玉置(1C)　小原(1F)

殿山(2E)　永野琴(2E)　井澗(1F)

田野上(1F)　村田(1H)　玉置(K1)

優勝 玉置里佳（１C） 近畿大会出場

準優勝 三原果朋（２E） 近畿大会出場

階級別 準優勝 玉置穂香（K１）

階級別 準優勝 木村百華（２D）

優勝 青山風音（K２） 近畿大会出場

第５位 小原亜悠（１F） 近畿大会出場

県高等学校空手道新人大会

男子

団体組手

準優勝 近畿大会出場

第３位

個人

組手

-68㎏

-61㎏

-55㎏

個人形

女子

団体組手

優勝 近畿大会出場

第３位

個人

組手

階級別

個人形

第２位 杉本　気翼　(1D) 近畿大会出場

第３位 﨑下　嘉月　(1G) 近畿大会出場

階級別 第３位 杉本　幸瞳　(2E) 近畿大会出場

杉本(2E)　松根(2B)　藤瀧(2C)　榎本(2E)

上平(2E)　杉本(1D)　﨑下(1G)　新田(2D)

階級別 優勝 垣内　茉裕　(2D) 全国大会出場

階級別 第３位 栗原　茉子　(2C) 近畿大会出場

団体 第５位 山本(2E)　垣内(2D)　栗原(2C)　 近畿大会出場

女子

階級別

団体

男子

近畿大会出場第５位


