
令和２年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

第21回高校生国際美術展 美術の部
８／５～１６ 於：国立新美術館（東京）

第44回全国高校総合文化祭2020
こうち総文 美術・工芸部門

優秀賞 「ビー玉」
柏山 愛 (３C)

奨励賞 「CANDY」

永井 リン (３A）

「ブランコ」

鈴木 麻衣 (３A)
「パプリカ」

吉田 芽美 (３A)

種目 結果

宮地 悠槻 (3E)

岡地 陽飛 (3E)

上原 千翔 (3E)

仲島 琳汰郎 (3E)

大矢 海凪 (2E)

釣本 道稔 (2E)

小川 陽大 (2E)

南　大伍 (2D)

坂本 一慎 (1E)

中山　和 (1F)

片原 隼斗 (1C)

上原 大幹 (1E)

上原 琉幹 (1B)

山下 夏芽 (3D)

小畠 楓奈 (3D)

間所 香帆 (3E)

岡田 まなか (3E)

小山 優帆 (3D)

川口 真歩 (3K)

準優勝 仲島 琳汰郎 (3E)

準優勝 川口 真歩 (3K)

優勝 青山 風音 (2K)

準優勝 小原 亜悠 (1F)

2020空手総体代替大会

個人組手

個人型

優勝

氏名(クラス)

準優勝団体組手

準優勝

種目 結果 記録

－ 11"03 小倉 伊楓 (3A)

－ 11"28 古川　樹 (3E)

3年男子400m － 53"88 五味 海心 (3E)

3年男子400mH － 52"58 古川　樹 (3E)

3年男子八種競技 － 5085点 松場 文哉 (3E)

和歌山陸上競技協会記録会（高校３年生）

氏名(クラス)

3年男子100m

種目 結果 記録

3年男子八種競技 － 5147点 松場 文哉 (3E)

和歌山陸上競技協会記録会（全国大会標準記録突破記録会）

氏名(クラス)

種目 結果

栗栖 冬壱 (1K)

鷲見 希信 (1A)

中島 穂乃花 (1K)

白木 晴菜 (1A)

ソフトテニス夏季大会

氏名(クラス)

男子ダブルス best32

女子ダブルス best32

熊野 5 対 0 海南

熊野 8 対 9 笠田

熊野 7 対 2 串本古座・有田中央

熊野 4 対 7 海南

令和２年度　高校野球　新人戦

秋季近畿地区高等学校野球大会 県一次予選

種目 結果 記録

１位 17"01 松本 敢太 (1D)

３位 17"97 平岩 晃生 (1B)

1年男子走高跳 ３位 1m70 松本 敢太 (1D)

2年男子400mH ２位 59"13 竹中 風優 (2E)

2年男子走高跳 １位 1m80 加藤　綾 (2E)

2年男子走幅跳 １位 6m58 井田 一季 (2C)

2年男子三段跳 ２位 12m62 井田 一季 (2C)

榎本　魁 (2E)

深海 響輝 (2K)

井田 一季 (2C)

竹中 風優 (2E)

男子対校得点 ７位 63点 － －

1年女子100m ３位 12"90 松場 理紗 (1A)

1年女子200m ３位 27"24 杉若 美優 (1A)

1年女子110mH ２位 15"53 松場 理紗 (1A)

2年女子100m ３位 13"16 津田 怜奈 (2D)

川口 貴誉 (2B)

松場 理紗 (1A)

津田 怜奈 (2D)

杉若 美優 (1A)

和歌山県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

氏名(クラス)

２位 3'29"57男子4×400mR

1年男子110mH

女子4×100mR ４位 51"39

種目 結果 記録

女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ６位 1'21"75 宮本 愛弥佳 (1K)

種目 結果 記録

女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ５位 1'19"82 宮本 愛弥佳 (1K)

氏名(クラス)

氏名(クラス)

県高等学校体育大会水泳競技大会競泳競技

和歌山県高等学校新人選手権水泳競技大会競泳

１０月 ５日(月) 中間考査
～９日(金)

１０月１６日(金) 就職試験開始
１０月２６日(月) 遅刻・欠課防止週間＆

～６日(金) 校内読書週間

１０月
行事予定

●予選リーグ　第２位

熊野 11 対 0
海南・粉河

向陽・箕島

熊野 0 対 8 笠田

●決勝トーナメント　

熊野 0 対 7 市立和歌山

和歌山県高等学校体育大会ソフトボール競技

種目 結果 記録

男子400mH １位 53"92 古川　樹 (3E)

古川　樹 (3E)

松場 文哉 (3E)

小倉 伊楓 (3A)

宮﨑 瑠那 (3E)

古川　樹 (3E)

宮﨑 瑠那 (3E)

五味 海心 (3E)

松場 文哉 (3E)

榎本　魁 (2E)

深海 響輝 (2K)

井田 一季 (2C)

竹中 風優 (2E)

男子走高跳 ３位 1m80 加藤　綾 (2E)

男子走幅跳 ６位 6m41 井田 一季 (2C)

川口 貴誉 (2B)

松場 理紗 (1A)

津田 怜奈 (2D)

杉若 美優 (1A)

2020和歌山陸上競技選手権大会

氏名(クラス)

男子4×100mR ２位 42"33

男子4×400mR

５位

７位

3'29"82

3'35"13

女子4×100mR ６位 52"64


