
令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

悲願の初優勝 ～ 全国大会へ ～
大会名 ○回戦 対戦相手等 結果 次の大会等

1回戦 向陽・粉河 ○11ｰ3

決勝 和歌山北 ○10ｰ4 三県対抗高等学校女子ソフトボール選手権大会

第54回滋賀・奈良・和歌山三県対抗高等学校女子ソフトボール選手権大会 1回戦 奈良文化 ×8ｰ9

1回戦 県和商 ○7ｰ0

準決勝 笠田 ○18ｰ5

決勝 市和歌山 ○10ｰ3 第40回全国高等学校ソフトボール選抜大会

第54回滋賀・奈良・和歌山三県対抗

高等学校女子ソフトボール選手権大会和歌山予選

県高校ソフトボール新人大会

兼第40回全国高等学校ソフトボール選抜大会和歌山県予選

クラブ名 大会名 回戦 対戦相手等 結果 次の大会等

２回戦 海南 ８対１ ８回コールド

３回戦 箕島 ２対１

二次予選決定戦 田辺工業 ７対０ ８回コールド

二次予選（準々決勝） 県和商 ２対４

予選グループ戦 和歌山 ２－０

１回戦 笠田 ２－０

２回戦 箕島 ２－０

３回戦 神島 ２－０

準決勝 開智 ０－２ 最終成績 第３位

男子バスケットボール部 県秋季選手権大会 １回戦 向陽 ×63-95

１回戦 橋本 〇95-36

２回戦 神島 ×47-56

2回戦 新宮 111-０

準決勝戦 近大和歌山 0-52

個人

団体

吹奏楽部 和歌山県吹奏楽コンクール Ａ部門(大編成部門) 銀賞

和歌山県ダンスフェスタ

田辺市消防署による心肺蘇生講習会に参加

アートフェス2021ボランティア(車椅子体験)

熊野ジオパーク探偵団IN志原海岸』

紀の国わかやま文化祭2021「ニューバレエ･コラボレーション」

アドベンチャーワールド「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」

おどるんや～第17回紀州よさこい祭り～

市ノ瀬小学校教育講演会2021

上富田町熊野高校合同防災訓練の事前調査

上富田町熊野高校合同防災訓練

特許庁が主催するパテントコンテストに応募

読売中高生SDGｓ新聞に掲載

第25回ボランティア・スピリットアワード

特殊詐欺被害・交通事故防止の啓発活動

男子ソフトテニス部 県高等学校ソフトテニス新人大会 1回戦 南部 ×1-2

女子ソフトテニス部 県高等学校ソフトテニス新人大会 1回戦 近大和・市和 ×1-2

田辺警察署長から感謝状

コミュニティ賞

新商品開発【AEDシート＋（プラス）】と製作

AEDシートの開発と製作の過程が紹介

ダンスを披露

よさこい踊りを披露

ダンスを披露

地震を想定した避難訓練の事前調査

地域住民の避難誘導、体育館の展示、住民台帳受付

出演

EDシートを紹介

ボランティア参加

清掃活動と海岸ゴミの調査

ヒップホップダンスを３曲披露

近畿地区予選和歌山大会野球部

県選手権大会バレーボール部

県秋季選手権大会女子バスケットボール部

柔道部

サポーターズリーダー部

敗退（入賞者なし）

不出場（けが人あり）
県高等学校柔道新人大会

第101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
ラグビーフットボール部



令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

１月１１日(火) 始業式
ようこそ先輩（専攻科）

１月１２日(水) 3年学年末考査発表
１月１９日(水)～２５日(火) ３年学年末考査

１月２５日(火) ３年生BCGP
１月２９日(土) 校内マラソン大会
１月３１日(月) マラソン大会代休

１月
行事予定

福知山市佐藤太清賞
公募美術展 油絵 入選

「つつじ」 道浦紅羽（3A）

それぞれの競技で健闘！！ 近畿大会へ出場

クラブ 大会名 種目 成績

田畑遥菜(3A) 平山偲美花(3K)

三栖蘭樹(3B) 切東那菜(2K)

石神凜佳(1D)

小山林檎(2K) 新田真白(2K)

宮村梨夢(2C) 古川陽彩(2K)

向井羽綾菜(1F)

佳作 関本洋介(3D) 津村　駿(2B)

奨励賞 田畑遥菜(3A)

三栖蘭樹(3B) 切東那菜(2K)

小山林檎(2K) 石神凜佳(1D)

平山偲美花(3K) 古川陽彩(2K)

宮村梨夢(2C) 向井羽綾菜(1F)

秀作賞 関本洋介(3D) 新田真白(2K)

第75回和歌山県美術展覧会 彫塑部門 入選 森山碧(3B)

第21回福知山市佐藤太清賞公募美術展 油絵 入選 道浦紅羽(3A)

意見発表Ⅰ類 優秀賞

意見発表Ⅲ類 最優秀賞

青山一嬉(2D) 冨永美優(2C)

山﨑泰壱(1D)

日本学校農業クラブ連盟全国大会兵庫大会 農業鑑定競技（園芸） 竹中歩睦(2D)

県学校農業クラブ連盟フラワーアレンジメント競技会 優秀賞

第７５回近畿高校選手権水泳競技大会 女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

第７０回県高等学校新人選手権水泳競技大会 女子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第3位

當仲杏梨(3B)　全国大会出場

書道部

第５０回全国高校書道展（四国大学主催）

準特選

半紙漢字の部 入選

第２０回全国高校書道展（岐阜女子大主催）

美術部

競泳

半紙漢字の部 特賞

優秀賞

プロジェクト発表Ⅱ類

　近畿大会出場

農業

クラブ

選手名

岡本　幸(3C)

中山一葉(1G)　近畿大会出場

宮本愛弥佳(2K)　近畿大会出場

宮本愛弥佳(2K)

県学校農業クラブ連盟大会

最優秀賞

第31回全国産業教育
フェア埼玉大会 出展

當仲杏梨（3B）

クラブ 大会名 種目 結果 記録 次の大会等

１年男子400m 第２位 51”55 近畿大会出場

１年男子400mH 第２位 1’00”66 近畿大会出場

２年男子110mH 第３位 15”95 近畿大会出場

２年男子三段跳 第３位 12m81 近畿大会出場

２年男子やり投 第３位 42m77 近畿大会出場

１年女子400m 第２位 1’00”57 近畿大会出場

１年女子400mH 第１位 1’05”00
大会新記録

近畿大会出場

１年女子やり投 第２位 30m40 近畿大会出場

１年女子 総合第２位 近畿大会出場

２年女子100mH 15”15 近畿大会出場

２年女子400mH 1’09”25 近畿大会出場

岩井夏輝(1D) 松場理紗(2A)

山中優依(1K) 杉若美優(2E)

杉若美優(2E) 米田愛未(1K)

松場理紗(2A) 山中優依(1K)

第54回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 1年女子400mH 第４位

深海響輝(3K) 五味田佑虎(1F)

田上貴大(2E) 濵路悠真(1E)

古久保壮舞(3E) 溝口陽太(2D)

谷口恵都(3A)

男子走幅跳 第１位 6m95(+1.3)

男子走高跳 第３位 1m75

男子110mH 第２位 16"14(-0.9)

女子100mH 第３位 15"45(-1.0)

女子400mH 第１位 1'05"85

陸上競技部

和歌山県第1回秋季陸上競技大会

第72回和歌山県高等学校駅伝競走大会 第５位

女子4×100mR 51”51 近畿大会出場

女子4×400mR

第54回県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

第4位

第5位 4’21”51 近畿大会出場

山中優依(1K)

山中優依(1K)

山中琴葉(1C)

選手名

堀口颯汰(1G)

堀口颯汰(1G)

松本敢太(2C)

手谷大夢(2E)

松本敢太(2C)

松場理紗(2A)

山中優依(1K)

松場理紗(2A)

松場理紗(2A)

山中優依(1K)

井田一季(3C)

松本敢太(2C)

松本敢太(2C)

近畿大会出場



令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

●　卓球部　県高校卓球選手権ランキング大会

種目 回戦 対戦相手等 結果

1回戦 箕島 3 - 2

2回戦 新宮 0 - 3

1回戦 田辺 3 - 0

2回戦 県和商 0 - 3

池口昭斗(2D) 吉田尋翔(1K) 1回戦 粉河 1 - 3

1回戦 耐久 3 - 2

2回戦 桐蔭 0 - 3

山本翔永(1E) 田中友翔(1A) 1回戦 日高 2 - 3

赤松果穂(2K) 赤松詩穂(2K) 1回戦 新宮 0 - 3

1回戦 開智 0 - 3

1回戦 海南 2 - 3

1回戦 那賀 3 - 2

2回戦 県和商 0 - 3

1回戦 近大新宮 2 - 3

1回戦 神島 0 - 3

1回戦 紀北工業 0 - 3

1回戦 神島 3 - 0

2回戦 日高 3 - 1

3回戦 粉河 3 - 0

4回戦 粉河 0 - 3

1回戦 桐蔭 0 - 3

1回戦 近大和歌山 3 - 0

2回戦 神島 3 - 0

3回戦 桐蔭 3 - 0

4回戦 和歌山北 3 - 0

5回戦 県和商 0 - 3

1回戦 県和商 0 - 3

●　卓球部　県高等学校新人卓球大会

種目 回戦 対戦相手等 結果

男子学校対抗 1回戦 紀北工業 0 - 3

1回戦 笠田 3 - 1

2回戦 那賀 1 - 3

2回戦 田辺 0 - 3

1回戦 箕島 0 - 3

2回戦 県和商 0 - 3

1回戦 耐久 2 - 3

2回戦 日高 0 - 3

1回戦 神島 0 - 3

1回戦 田辺工業 不戦勝

2回戦 近大新宮 1 - 3

1回戦 初芝橋本 1 - 3

1回戦 海南 0 - 3

2回戦 日高 3 -0

3回戦 県和商 3 -0

4回戦 新宮 1 - 3

1回戦 那賀 3 -0

2回戦 海南 3 -2

3回戦 県和商 0 - 3

2回戦 紀央館 0 - 3

1回戦 那賀 3 -2

2回戦 開智 3 -1

3回戦 新宮 1 - 3

橋本拓(1K) 木村史悠(1D) 1回戦 有田中央 1 - 3

沖田優也(1B) 上田翔也(1D) 1回戦 近大新宮 1 - 3

1回戦 耐久 3 - 1

2回戦 近大新宮 3 - 0

3回戦 田辺 3 - 0

4回戦 粉河 0 - 3

池口昭斗(2D) 吉田尋翔(1K) 1回戦 新翔 1 - 3

岡田若那(2D) 小山桃花(1A) 1回戦 紀北工業 1 - 3

赤松果穂(2K) 赤松詩穂(2K) 1回戦 日高 1 - 3

選手名

男子学校対抗

女子学校対抗

男子ダブルス 沖田優也(1B) 上田翔也(1D)

女子シングルス

鈴木潤(1C)

赤松詩穂(2K)

赤松果穂(2K)

岡田若那(2D)

女子ダブルス

男子シングルス

山本翔永(1E)

田中友翔(1A)

吉田尋翔(1K)

上田翔也(1D)

沖田優也(1B)

池口昭斗(2D)

女子学校対抗

近畿大会出場

男子シングルス

吉田尋翔(1K)

田中友翔(1A)

木村史悠(1D)

沖田優也(1B)

選手名

男子ダブルス
山本翔永(1E) 田中友翔(1A)

女子ダブルス

橋本拓(1K)

山本翔永(1E)

上田翔也(1D)

池口昭斗(2D)

女子シングルス

岡田若那(2D)

鈴木潤(1C)

赤松詩穂(2K)

小山桃花(1A)

赤松果穂(2K)

●　卓球部　県高等学校卓球１年生大会

種目 回戦 対戦相手等 結果

1回戦 田辺工業 3 - 1

3回戦 耐久 0 - 3

2回戦 新宮 3 - 1

3回戦 向陽 3 - 1

2回戦 県和商 0 - 3

2回戦 日高 1 - 3

1回戦 田押印 3 - 0

2回戦 粉河 0 - 3

1回戦 近大新宮 2 - 3

男子シングルス 4回戦 県和商 0 - 3

●　ソフトテニス部　県高等学校ソフトテニス夏季大会

種目 回戦 対戦相手等 結果

2回戦 紀央館 ○4-3

3回戦 近代和歌山 ○4-0

4回戦 橋本 ×1-4

栗栖冬壱(2K) 中石暖士(2B) 2回戦 市立和歌山 ×2-4

寺嶋奎吾(1E) 田中海(1C) 2回戦 和高専 ×1-4

1回戦 粉川 ○4-3

2回戦 和歌山信愛 ×0-4

1回戦 和歌山商 ○4-1

2回戦 日高 ×1-4

久保幸(1D) 田上藍凪(1B) 1回戦 和高専 ×1-4

1回戦 開智 ○4-0

2回戦 和歌山南陵 ×2-4

1回戦 箕島 ○4-1

2回戦 橋本 ○4-0

3回戦 和歌山信愛 ×0-4

1回戦 耐久 ○4-3

2回戦 和歌山信愛 ×0-4

2回戦 紀央館 ○4-3

3回戦 和歌山北 ×0-4

2回戦 紀北工業 ○4-1

3回戦 紀央館 ×2-4

小山凌生(1B) 辻野聡一郎(1G) 1回戦 開智 ×2-4

1回戦 海南 ○4-0

2回戦 田辺 ×1-4

2回戦 粉河 ○4-2

3回戦 星林 ○4-2

4回戦 和歌山北 ×1-4

五味夏乃(2A) 白木晴菜(2A) 1回戦 向陽 ×1-4

岩本結月(1E) 尾﨑葵(2D) 1回戦 和歌山商業 ×1-4

久保幸(1D) 田上藍凪(1B) 1回戦 和歌山工業 ×1-4

1回戦 紀北工業 ○4-0

2回戦 和歌山信愛 ×0-4

真鍋結衣(2A) 小野結生(2K) 1回戦 日高 ×0-4

小川千宙(2K) 中島穂乃花(2K) 2回戦 市和歌山 ×2-4

●　バドミントン部　近畿高校バドミントン選手権大会県予選会

　　　　　　　　　　兼全国高校選抜バドミントン大会県予選会

種目 回戦 対戦相手等 結果

女子団体 １回戦 紀央館 ０－３

女子ダブルス 西　七海(2K) 上野紀花(2K) ２回戦 粉河 １－２

２回戦 神島 ２－０

３回戦 星林 ２－０

４回戦 向陽 １－２

男子個人

泰地颯人(2C) 宮田渓志(2B)

ベスト３２

女子個人

真砂和(1D) 中本みなみ(2A)

五味夏乃(2A)

中石暖士(2B)

山本光聖(2D) 福本達也(1G)

栗栖冬壱(2K) 田中海(1C)

白木晴菜(2A)

真鍋結衣(2A) 尾崎葵(2D)

小川千宙(2K) 中島穂乃花(2K)

ベスト３２

選手名

選手名

男子シングルス

沖田優也(1B)

山本翔永(1E)

上田翔也(1D)

女子シングルス 西　七海(2K)

泰地颯人(2C) 宮田渓志(2B)

ベスト３２

女子個人
真砂和(1D) 中本みなみ(2A)

岩本結月(1E) 小野結生(2K)

男子個人

寺嶋奎吾(1E)

吉田尋翔(1K)

女子シングルス
鈴木潤(1C)

小山桃花(1A)

山本翔永(1E)

選手名



令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

近畿大会へ

１１月２１日（日）に、上富田町との合同
防災訓練を実施しました。昨年は、コロナ
の影響で中止となり、２年ぶりの開催でし
た。
訓練は、大地震の発生とそれに伴う校内

火災を想定し、熊高生はシェイクアウト訓
練の後グラウンドに避難しました。近隣の
ご高齢の方や身体の不自由な方々の誘導を
サポーターズリーダー部の生徒のみなさん
が行いました。
避難集合後、家庭科研究選択生が、災害

時における高級手当について、また、サ
ポーターズリーダー部からＡＥＤシートの
開発について発表がありました。
その後、参加された地域住民のみなさん

とともに、「防災資器材取扱」「煙体験及
び担架搬送」「ロープワーク」「消化器の
取扱」について４グループに分かれて体験
しました。
いざという時、高校生は率先避難者とな

らなければなりません。しかし、災害時に
は自分の安全を確保しつつ、誰かのために
活躍できる高校生になりたいものです。そ
のためのスキルアップにもなったのではな
いでしょうか。

９月３０日（木）に、上富田文化会
館において看護科宣誓式を行いました。
専攻科１年生が、本格的かつ実践的

な病院での臨地実習に臨むにあたり、
「自分の目指す看護師像」をクラスの
仲間と保護者の前で誓う、荘厳な式典
です。
校長先生はじめ、先輩でもある専攻

科２年生の藤野さんからも激励の言葉
をいただき、決意を新たにしていまし
た。

●県高校空手道新人大会兼近畿高校空手道大会予選

種目 結果

準優勝

第３位

男子個人形 第３位

男子個人組手-55kg 第４位

優勝

第３位

優勝

女子団体形 優勝

優勝

第３位

女子個人形 優勝

女子個人組手-48kg 第３位

優勝

第３位

優勝

第３位

優勝

準優勝
女子個人組手＋59kg

玉置穂香(2K)　近畿大会出場

井澗世莉紗(2B)

選手名

奥菜々美(1K)　近畿大会出場

久世楓莉(1Ｈ)

女子個人組手-53kg
小原亜悠(2E)　近畿大会出場

田野上空唯(2E)　近畿大会出場

女子個人組手-59kg
玉置理佳(2E)　近畿大会出場

水永瑠綾夏(1F)

片原隼斗(2E)

第３位
片原隼斗(2E)

中山和(2E)

熊野高等学校　近畿大会出場

小原亜悠(2E)　奥菜々美(1K)

久世楓莉(1H)

女子団体組手

熊野高等学校A　近畿大会出場

玉置理佳(2E)　小原亜悠(2E)

野上空唯(2E)　玉置穂香(2K)

村田萌恵(2B)　井澗世莉紗(2B)

熊野高等学校B

山本暖乃(1B)　水永瑠綾夏(1F)

久世楓莉(1Ｈ)　赤根世莉奈(1K)

奥菜々美(1K)　庄司愛菜(1K)

田上夏々星(1K)　冷水陽奈(1K)

男子団体組手

熊野高等学校A　近畿大会出場

坂本一慎(2A)　中山和(2E)

片原隼斗(2E)　上原大幹(2E)

小川侑大(1H)

熊野高等学校B

上原琉幹(2E)　宮本一颯(2K)

藤井英雄(2K)　古守遥人(2D)

栗栖瑠衣(1A)

宮本一颯(2K)　近畿大会出場

上原大幹(2E)　近畿大会出場

男子個人組手-61kg
坂本一慎(2A)　近畿大会出場

古守遥人(2D)

男子個人組手-68kg

●県高等学校空手道選手権大会

種目 結果

男子団体組手 準優勝

優勝

準優勝

男子個人組手-61kg 優勝

準優勝

第３位

優勝

準優勝

優勝

優勝

準優勝

選手名

女子個人組手-59kg

玉置理佳(2E)

第３位
村田萌恵(2B)

赤根世莉奈(1K)

女子個人組手＋59kg
玉置穂香(2K)

井澗世莉紗(2B)

中山和(2E)

女子個人組手-48kg 第３位
久世楓莉(1Ｈ)

山本暖乃(1B)

女子個人組手-53kg
小原亜悠(2E)

田野上空唯(2E)

熊野高等学校A

釣本道稔(3E)　小川陽大(3E)

大矢海凪(3E)　坂本一慎(2A)

片原隼斗(2E)　中山和(2E)

女子団体組手

熊野高等学校A

三原果朋(3E)　殿山春菜(3E)

木村百華(3D)　玉置里佳(2E)

小原亜悠(2E)　赤根世莉奈(1K)

田上夏々星(1K)

熊野高等学校B

民野愛実(3K)　青山風音(3K)

永野杏朱(3E)　永野琴峰(3E)

久世楓莉(1H)　庄司愛菜(1K)

坂本一慎(2A)

男子個人組手-68kg
片原隼斗(2E)



令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

昨年度はコロナの影響で体育大会は中止せざ

るを得ませんでした。
今年は、感染者数の減少もあり、状況を十分

に見極めながら、工夫をして２つの行事を実施
しました。
制限がある中でではありましたが、生徒の皆

さんにとって青春の思い出となる行事となった
のではないでしょうか。

得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位

丸太競争 30 2 26 3 34 1 22 4

縄跳びリレー 24 1 16 3 18 2 14 4

障害物聖火リレー 20 4 30 2 32 1 26 3

大縄跳び 51 1 29 4 35 3 45 2

コンテナビルド 12 4 15 3 20 1 18 2

綱引き 12 4 15 3 20 1 18 2

クラス対抗リレー 20 4 35 2 55 1 30 3

総得点 169 3 166 4 214 1 173 2

赤チーム 青チーム 黄チーム 緑チーム
種目

部門 優勝

ナポリタン

多禰(3D)＆大橋(3A)

仮装コンテスト 横山　遥斗 (3C)

垣内　茉裕 (3D)

川口　貴誉 (3B)

展示・アトラクション 看護科１年組

舞台発表 総合学科２年Ｅ組

歌うま選手権

KM-1グランプリ


