
北高生の活躍 その一瞬を
　　　手に入れろ。

～真剣に取り組むから、
　　　　　　　　喜びが溢れる～

・サッカー部

・男子バレーボール部

・陸上競技部

・卓球部

『第 100 回　高校サッカー選手権 静岡大会』

『令和 3 年度　静岡県高等学校新人体育大会』

『第 74 回　全日本バレーボール高等学校選手権大会 静岡県大会』

『令和 3 年度　静岡県中部高校新人陸上競技対校選手権大会』

◆1 次トーナメント
　　○7-1 知徳
　　○3-1 浜松商業
　　●0-2 東海大翔洋

◆県予選
　　○2-0 静岡学園
　　○2-0 焼津中央
　　●1-2 静岡東

（県ベスト 32）

男子
2 回戦　 ○3-0　東海大翔洋
準々決　○3-0　静岡東
準決勝　●1-3　島田樟誠
3 位決　 ○3-1　静岡

★ 学校対抗戦（団体）
（中部 3 位） 女子

1 回戦　○3-0　焼津
2 回戦　●0-3　駿河総合
9 位決　○3-1　清水南
　　　   ○3-1　島田商業
　　　   ○3-1　静岡

（中部 9 位）

◆中部予選

★ 400mH 杉山　公一（２年） 県大会出場　（中部４位）
★ 砲丸投げ 日高　僚介（１年） 県大会出場　（中部 11 位）
★走り高跳び 松林　杏樹（2 年） 県大会出場　（中部 10 位）



・空手道部

・バドミントン部
『令和３年度　静岡県高等学校新人大会中部地区予選』

『令和 3 年度 静岡県高等学校新人大会』
★ 男子個人組手

望月　拓馬（2 年）　篠原　匠輝（１年）

★ 個人戦 ダブルス

★ 学校対抗戦
　　2 回戦　　  ○ 3-0　焼津中央
　　準決勝　　 ● 2-3　静岡大成
　　3 位決定戦  ○ 3-2　藤枝西

（中部優勝！）
（県大会出場！）

（県大会出場！）
（第６位）（第４位）

（第 3 位　県大会出場　※30 年以上連続出場）

中川　雄大　【 -76kg 級　第 1 位】

伊藤　　柊　【+76kg 級　第 2 位】

江本　琢磨　【 -55kg 級　第 3 位】

★ 女子個人組手

★ 女子団体組手　  【第 3 位】

佐々木　麻衣【 -59kg 級　第 3 位】

小島　由妃　  【+59kg 級　第 3 位】

◆中部地区予選（男子）

◆県大会（男子）

男子
1 回戦　○3-0　袋井
2 回戦　○3-1　浜松湖北
3 回戦　●0-3　浜松修学舎
5 位決　●2-3　日大三島

（県 7 位） 女子
1 回戦　○3-1　富士
2 回戦　●0-3　静岡東

（県ベスト 16）
★ 学校対抗戦（団体）

◆県大会

篠原　匠輝（１年）　　　　　　　　　望月　拓馬（2 年）

★ 個人戦 シングルス

篠原　匠輝（１年）

★ 個人戦 シングルス
（県ベスト 16）

（東海大会出場！）

（ベスト 8　県大会出場まで、あと一歩！）★ 学校対抗戦
　　2 回戦　　　○3－0　静岡女子
　　準々決勝　   ●1－3　藤枝西
　　順位決定戦   ●2－3　清水桜が丘

◆中部地区予選（女子）



・自転車競技部

・科学部

『令和 3 年度静岡県高等学校新人体育大会』

『令和 3 年度 静岡県高校新人大会』

◆テーマ：空気と海水からアンモニアをつくる

谷本　里音（３年） 　, 　望月　凌（３年）

（全 6 種目 優勝！）

・柔道部

★ 60kg 級 佐藤　俊英（２年） 県大会出場　（中部４位）
★ 66kg 級 馬場　勇斗（１年） 県大会出場　（中部 6 位）
★ 66kg 級 小山　力也（１年） 県大会出場　（中部 7 位）
★ 81kg 級 太田　孟　（２年） 県大会出場　（中部 6 位）

『令和 3 年度静岡県高等学校新人体育大会』
・剣道部

『文部科学大臣特別賞』

『第 19 回高校生高専生科学技術チャレンジ (JSEC2021)』

『第 65 回静岡県学生科学賞・健科学教育振興委員会賞』

★ 学校対抗戦（男子）
　 1 回戦　○3-0　静清
　 2 回戦　●1-1　駿河総合（代表者戦で負け）

 　　敗者復活戦へ

 　1 回戦　○5-0　焼津水産
 　2 回戦　○2-2　静岡（取得本数差で勝ち）

◆１km タイムトライアル

◆スプリント

◆3km 個人追い抜き

◆ケイリン

◆スクラッチ

◆ポイントレース

優勝　熊谷　海飛（２年）

２位　岩辺　陸（２年）

優勝　熊谷　海飛（２年）

２位　吉田　大悟（２年） 優勝　熊谷　海飛（２年）

優勝　丸山　瑠依（１年）

２位　笹瀬   力輝太（１年）

優勝　岩辺　陸（２年）

２位　鈴木　大和（２年）

３位　丸山　瑠依（１年）

優勝　岩辺　陸（２年）

２位　笹瀬   力輝太（１年）

３位　鈴木　大和（２年）

★ 個人戦（男子）
　　伊藤　稜

★ 個人戦（女子）
　　小泉　亜依

県大会出場（中部 9 位）
（ベスト 32）

（ベスト 32）

木津　初音（2 年），山本　陽向（2 年），安藤　優花（1 年）

千野　可菜美（3 年），秋山　奈菜子（3 年），川嶋　ひかる（1 年）

秋沢　来桃（1 年），齊藤　悠樹（2 年），柴田　華那（２年）


