
令和３年度
熊野高等学校 熊高のHPにジャンプします

８月３１日(火) 始業式
９月２日(木)～8日(水) 就職模擬面接
９月１６日(木) 就職試験開始
９月２２日(月) 体育大会
９月２５日(土) 中学生体験学習
９月２７日(月) 中間考査発表
９月３０日(木) 宣誓式

●和歌山県総合体育大会

クラブ 種目 ○回戦 対戦相手 結果 クラブ 種目 ○回戦 対戦相手 結果

小川陽(3E) 大矢(3E) 釣本(3E) 女子団体 1回戦 粉河 １ー３

坂本(2A) 中山(2E) 片原(2E) 2回戦 星林 ２－０

小川侑(1H) 3回戦 紀央館 ２－０

三原(3E) 殿山(3E) 木村(3D) 4回戦 新宮 ０－２

民野(3K) 玉置里(2E) 小原(2E) 2回戦 那賀 ２－０

田野上(2E) 3回戦 神島 ２－０

三原(3E) 決勝 優勝 4回戦 耐久 １－２

玉置里(2E) 決勝 準優勝 男子学校対抗 1回戦 紀北工業 ０－３

殿山(3E) 準々決勝 三原(優勝) 第５位 女子学校対抗 1回戦 日高 ０－３

坂本(2A) 決勝 箕島・妙中(優勝) 準優勝 木村(1D) 小傳良(1D) 1回戦 和歌山商業 ０－３

釣本(3E) 準決勝 箕島・妙中(優勝) 第３位 池口(2D) 山本(1E) 1回戦 和歌山工業 ０－３

大矢(3E) 準決勝 坂本(準優勝) 第３位 沖田(1B) 吉田(1K) 2回戦 桐蔭 ０－３

青山(3K) 決勝 優勝 上田(1D) 田中(1A) 1回戦 南部 ０－３

奥(1K) 準決勝 第３位 鈴木(1C) 植野(1G) 1回戦 那賀 １ー３

男子個人形 宮本(2K) 準々決勝 第５位 田中(3B) 浅田(3B) 1回戦 向陽 １ー３

鈴木(3C) 岡本(3B) 宮﨑(3A) 森(2C) 小山(1A) 1回戦 向陽 １ー３

泰地(2C) 宮田(2B) 寺嶋(1E) 赤松(1K) 赤松(1K) 1回戦 日高 １ー３

鈴木(3C) 田中(1C) 1回戦 開智 ３－４ 吉田(1K) 2回戦 開智 ２ー３

寺嶋(1E) 福本(1G) 1回戦 耐久 ０－４ 木村(1D) 2回戦 田辺工業 ０－３

西尾(3B) 岡本(3B) 1回戦 橋本 ０－４ 山本(1E) 1回戦 貴志川 ２ー３

1回戦 星林 ４－０ 上田(1D) 1回戦 神島 ０－３

2回戦 和歌山北 ０－４ 池口(2D) 1回戦 耐久 ０－３

宮田(2B) 辻野(1G) 1回戦 海南 ０－４ 1回戦 耐久 ３ー０

山本(2D) 栗栖(2K) 1回戦 粉川 ０－４ 2回戦 那賀 ０－３

敷矢(3A) 君島(3A) 白木(2A) 田中(1A) 1回戦 那賀 ０－３

中嶋(2K) 尾﨑(2D) 小川(2K) 1回戦 耐久 ３ー０

久保(1D) 田上(1B) 1回戦 桐蔭 ０－４ 2回戦 海南 １ー３

小川(2K) 尾﨑(2D) 1回戦 粉川 ２－４ 岡田(2D) 1回戦 和歌山東 ０－３

1回戦 向陽 ４－１ 1回戦 貴志川 ３－０

2回戦 日高 ０－４ 2回戦 日高 １ー３

真砂(1D) 岩本(1E) 1回戦 耐久 １－４ 1回戦 有田中央 ３ー１

1回戦 向陽 ４－０ 2回戦 粉河 ０－３

2回戦 和歌山高専 ０－４ 鈴木(1C) 1回戦 粉河 ０－３

1回戦 開智 ４－１ 曲谷(3B) 1回戦 日高 ０－３

2回戦 信愛 ０－４ 1回戦 南部 ３－０

五味(2A) 中本(2A) 1回戦 桐蔭 ０－４ 2回戦 桐蔭 ０－３

男子個人 藤瀧(3C） 準決勝 初芝橋本 第３位 赤松(1K) 1回戦 海南 ２ー３

女子個人 栗原(3C） 準決勝 近大附属 第３位 競泳 100mバタフライ 宮本(2K) ７位※近畿大会出場
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９月
行事予定

空手道部男女団体アベック優勝インターハイへ 個人も出場

●和歌山県総合体育大会

クラブ 回戦 対戦相手 結果

予選グループ 向陽 ２－０

1回戦 田辺 ２－０

2回戦 桐蔭 ２－０

3回戦 信愛 ０－２

1回戦 貴志川 ７２－５７

2回戦 初芝橋本 ３６－１６７

1回戦 新宮 ９７－３９

2回戦 信愛 ２７－１０５

1回戦 和歌山北 ７－０

2回戦 笠田 ０－９

●春季近畿大会予選

クラブ 回戦 対戦相手 結果

2回戦 日高中津 ８－１

3回戦 箕島 ２－１

準々決勝 市立和歌山 ０－５

●選手権和歌山大会

クラブ 回戦 対戦相手 結果

野球 1回戦 県和商 ０－３

●春季選手権大会

クラブ 回戦 対戦相手 結果

1回戦 星林 １０６－０

2回戦 和歌山工業 ０－７０
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●和歌山県総合体育大会 陸上競技部
【男子】

800m 第３位 1’57”38 深海（3K）
110mH 第４位 16”70(+0.3) 平岩（2B）
400mH 第３位 56”41 竹中（3E）
走高跳 第１位 1m85 加藤（3E）

第５位 1m75 森本（2D）
走幅跳 第１位 6m92(+0.1) 井田（3C）
三段跳 第１位 13m86(+1.1) 古久保（3E）
八種競技 第２位 4265点 松本（2C）

第４位 3567点 堀口（1G）
4×400mR   第４位 3’25”48

①榎本（3E）②深海（3K）③堀口（1G）④井田（3C）
【女子】

400mH 第４位 1’06”10 山中（1K）
4×100mR 第６位 50”88

①津田（3D）②松場（2A）③山中（1K）④杉若（2E）

昨年とは違い、冬期練習は十分に行うことができましたが、荒天の
ために３月からの競技会が連続で中止になるなど実戦経験が不足する
中での大会参加となりました。初日も大雨のため２時間遅れの開催に
なるなどコンディショニングが難しい中でしたが、参加者が全員ベス
トを尽くすことができました。以上の種目で、６月17日（木）～20日
（日）に神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場で開催される近畿
地区予選会に出場します。引き続き応援よろしくお願いします。

紀の国わかやま総文2021出展

「境界」 森山 碧（3B）


