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陵たる所以を維持し︑発展して
いくためには︑学校の力に加え︑
県陵の飛躍の た め に
県陵を応援してくださる同窓会
の方々のご支援が必要です︒
学校長 永原 経明
本年度は特に大事な年度とな
ります︒よろしく︑お願いいた
同窓会の皆さまには︑日頃よ て︑国全体で大きな改革が行わ します︒
り物心両面にわたりご支援をい れようとしています︒社会が急
ただいておりますことを心より 速にグローバル化︑情報化しつ
感謝申し上げます︒
つあることから︑学校における
学習も﹁知識﹂だけではなく
さて︑本校の生徒たちは︑本 ﹁思考力︑判断力︑表現力﹂など
当によく学び︑よく活動をし︑ を今まで以上に重視していくと
充実した日々を送っていると感 いう方向です︒現在の中学二年
じる日々です︒進学校ですので︑ 生が大学受験をする平成三十二
授業の質︑スピードともに︑レ 年度には︑大学入試も大きく変
ヴェルが高いわけですが︑一方 わるということで進んでいます︒
で︑部活動も真摯に精一杯頑張
長野県教育委員会もそれに対
っている様子がうかがえます︒ 応した変革を進めるためのプラ
生徒会では︑県陵生徒会が中 ンを具体化しようとしています︒
心となり︑三月に中信地区の各 この状況のもとで︑県陵の立ち
高校の生徒会に呼びかけて大交 位置が非常に大事になってきま
流会が行われました︒リーダー す︒県教委の動きを静観するの
シップをとり︑進めていく県陵 か︑それとも︑この変革におい
生に知性と逞しさを感じました︒ て中心的な役割を目指すのか︑
県陵が県陵たる所以の一つは︑ という選択です︒
部活動などもしっかりやりなが
現在︑学校は︑後者の立場を
ら︑本業の﹁学業﹂においても︑ 明確にし︑進んでいくことにい
より高いものを目指すことを通 たしました︒二十七年度は職員
して︑人間的に成長をしていく 全体で研究を重ね︑かなりのと
ことです︒
ころまで前進をしてきておりま
同窓生の方々が様々な分野で す︒しかしながら︑一方で︑様々
活躍されている源泉もここにあ なハードルの存在が見えてきま
ると思います︒
した︒これらを乗り越え︑新た
さて︑この﹁学業﹂に関わっ なステージにおいても県陵が県

平成27年度 部活動等諸大会 結果報告

【全国大会】

□ 全国高等学校総合体育大会
●山岳部 男子 18位
女子 19位
●バドミントン部 男子 シングルス 出場［曽根原和音③］
□ 全国高等学校総合文化祭
●新聞部
□ 国民体育大会
●陸上部 女子
走幅跳 ３位［森本知隼①］
□ 全国弓道選抜大会
●弓道部
出場［ 生川莉子②］
□ 全国高校生即興型英語ディベート大会
●インターナショナル部 ３位
□ 全国高校生英語ディベート大会
●インターナショナル部 出場
□ NHK杯全国高等学校放送コンテスト
●放送委員会

【ブロック大会】
□ 北信越高等学校総合体育大会
●山岳部 女子 優秀賞
●バドミントン部 男子 学校対抗 出場
●バドミントン部 女子 学校対抗 出場
●陸上部 女子
走幅跳 ８位 ［森本知隼①］
●卓球部 男子 学校対抗 出場
シングルス 出場 ［中原元気③］
●水泳部 女子
200ｍ自由形 ７位［岩原純子②］
200ｍ平泳ぎ ６位［ 中坊みり②］
400ｍリレー ７位
［紙透③、柴田①、中坊②、岩原②］
□ 北信越新人大会
●陸上部 男子
走幅跳 出場［ 奥原大輝②］
女子
走幅跳 １位［森本知隼①］
やり投 出場［髙波舞② ]
□ 北信越高等学校囲碁選手権大会
●棋道部
［平出 純也 ①］
□ 東海陸上選手権大会
●陸上部 男子
110ｍH 出場［ 小松太一②］
女子
走幅跳 出場［森本知隼①］
□ 東海春季大会
●インターナショナル部 ３位
□ 甲信越ブロック大会
●インターナショナル部
Ａチーム ３位、Ｂチーム １位、Ｃチーム ７位
□ 中部ブロック大会
●インターナショナル部 12位
□ 東京国際声楽コンクール甲信大会
●音楽部 優秀賞
□ 中部日本個人重奏コンテスト本大会
●吹奏楽部
個人の部 フルート 金賞［ 中村まみ③］
アルトサックス 金賞［ 小林梨津子②］

【長野県大会】(上位入賞を中心に記載)

□ 長野県高等学校総合体育大会
●山岳部 男子 優勝、女子 優勝
●サッカー部 ベスト８
●バスケットボール部 男子 ベスト16
●バレーボール部 男子 ベスト16
●水泳部 総合成績 女子 ２位
女子 50ｍ自由形 ３位 ［ 紙透はるか③］
100ｍ自由形 １位［ 岩原純子②］
200ｍ自由形 ３位［ 岩原純子②］
200ｍ平泳ぎ ２位［ 中坊みり②］
４位［ 柴田めぐみ①］
100ｍ平泳ぎ ３位［ 中坊みり②］
６位［ 紙透はるか③］
７位［ 柴田めぐみ①］
400ｍリレー ２位
［紙透③、柴田①、中坊②、岩原②］
400ｍメドレーリレー ４位
［玉川②、中坊②、岩原②、柴田①］
●バドミントン部 男子 学校対抗 ３位
ダブルス ベスト８［曽根原③、片平②］
シングルス 優勝［曽根原和音③］
ベスト16［ 片平泰雅②］
女子 学校対抗 ３位
シングルス ベスト８［ 矢口実奈②］
●陸上部 男子 110ｍH ７位［小松太一②］
女子 100ｍH ７位［蟹沢佑夏③］
走幅跳 ３位［森本知隼①］
●卓球部 男子 学校対抗 ２位
ダブルス ベスト16［中原③、手塚③］
シングルス ベスト８［中原元気③］
女子 学校対抗 ベスト８
●硬式テニス部 男子 学校対抗 ３位
□ 長野県高等学校総合文化祭
●ダンス部 ３位
●新聞部
●地球の会
□ 長野県高等学校新人大会
●卓球部 男子 学校対抗 ベスト16
女子 学校対抗 ベスト8
シングルス ベスト８［青木多恵子②］
●バスケットボール部 男子 ベスト16
●硬式テニス部 女子 団体戦 ベスト８
●陸上部 男子 110ｍH ６位［小松太一②］
400ｍH ８位［ 小松太一②］
走幅跳 ４位［ 奥原大輝②］
女子 走幅跳 １位［ 森本知隼①］
やり投 ４位［ 髙波舞②］
●空手部 男子 個人組手 ベスト16［ 本間義毅②］
●弓道部 女子 個人 ２位［ 生川莉子②］
●バドミントン部 女子 学校対抗 ３位
ダブルス ベスト８［ 矢口②，忠地②］
シングルス ベスト４［ 矢口実奈②］

白虹会
3 年 西風 悠

□ 長野県高等学校選手権大会
●サッカー部 ベスト８
●ソフトテニス部 女子 シングルス ３位［村田美鈴②］
●バスケットボール部 男子 ベスト16
□ 国体二次県大会
●ソフトテニス部 女子
ダブルス ベスト８
［尾崎③、村田②］
シングルス ベスト８
［村田美鈴②］
□ 長野県高等学校囲碁選手権大会
団体戦 ４位［ 平出①、最上①］
●棋道部 男子
個人戦 ベスト８［平出純也①］
□ 長野県高等学校囲碁新人大会
団体戦 ３位［ 平出①、最上①］
●棋道部 男子
個人戦 ２位［平出純也①］
□ 長野県高等学校将棋選手権大会
個人戦Ａ級 出場［ 相野田智也②］
●棋道部 男子
□ 長野県高等学校囲碁新人大会
個人戦Ａ級
●棋道部 男子
ベスト16［ 相野田智也②］
□ 長野県高校生英語ディベート大会
●インターナショナル部 Ａチーム ２位、Ｂチーム ５位
□ 中部日本個人重奏コンテスト県大会
●吹奏楽部
重奏の部（打楽器二重奏）銀賞
個人の部 フルート 金賞［中村まみ③］
アルトサックス 金賞［小林梨津子②］
□ NHK全国学校音楽コンクール県大会
●音楽部
金賞
□ 長野県合唱コンクール
●音楽部
銀賞
□ 長野県歌留多大会
２級の部 準優勝［ 永田智佳③］
●歌留多同好会
□ 高円宮杯Ｕ-18 サッカーリーグ
１部 ２位、２部 ５位
●サッカー部
□ 中日新聞社杯争奪ソフトテニス大会
●ソフトテニス部 女子 ダブルス ３位［相澤②、村田②］
□ 長野県高校美術展
●白虹会
来年度全国総文祭出場決定
[ 杉本萌恵② ]

