
令和３年度  部活動等  成績一覧（令和３年４月～令和４年３月）  

 

【運動部】  

陸上競技部  

・第７４回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会  

女子ハンマー投 第４位 ３１Ｈ 松永彩椰  

男子三段跳   第８位 ２２Ｈ 谷口諒太朗  

 

空手道部  

・富山県高等学校総合体育大会 空手道競技  

男子団体組手 第２位 上市高等学校  

女子団体組手 第２位 上市高等学校  

男子団体形  第３位 上市高等学校  

男子個人形  第３位 ２２Ｈ 嶋倉賢人  

 

・第７２回富山県民体育大会 空手道競技  

少年男子形 第１位 ２２Ｈ 嶋倉賢人  

 

・北信越高等学校体育大会 第３８回北信越高等学校空手道選手権大会  

男子個人形 第３位 ２２Ｈ 嶋倉賢人  

 

・第４２回北信越国民体育大会 空手道競技  

少年男子形 第３位 ２２Ｈ 嶋倉賢人  

 

・第３１回富山県高等学校新人大会 空手道競技  

男子団体組手 第２位 上市高等学校  

男子個人形  第３位 ２２Ｈ 嶋倉賢人  

男子個人組手 ５５㎏以下級 ２位 ２２H 宍戸 大雅  

    〃           ３位 １２H 碓井  迅  

    〃    ６１㎏以下級 ３位 １３H 寺林  奏  

女子個人組手 ５３㎏以下級 ２位 １４H 谷井美桜里  

 

ボクシング部  

・富山県高等学校総合体育大会 ボクシング競技  

学校対抗の部  第１位  上市高等学校  

フライ級   第１位 １４Ｈ 中村 稜  

バンタム級  第１位 ２１Ｈ 佐伯歩夢  

ライトウェルター級 第１位 ２４Ｈ 藤山成悟  

ウェルター級 第１位 ３４Ｈ 松原利秋  



スーパーヘビー級 第１位 ２１Ｈ 舟橋永遠  

 

・第７４回富山県民体育大会 ボクシング競技  

少年男子ピン級    第１位 １３Ｈ 松井弘貴  

少年男子フライ級   第１位 １４Ｈ 中村 稜  

少年男子ウェルター級 第１位 ２４Ｈ 藤山成悟  

少年男子ミドル級   第１位 ３４Ｈ 松原利秋  

少年男子スーパーヘビー級 第１位 ２１Ｈ 舟橋永遠  

 

・富山県高等学校新人大会 ボクシング競技  

男子ピン級    第１位 １３Ｈ 松井 弘貴  

男子ウェルター級 第１位 ２４Ｈ 藤山 成悟  

 

・第３５回北信越高等学校ボクシング新人大会  

新人の部 ピン級    第２位 １３Ｈ 松井 弘貴  

選抜の部 ウェルター級 第２位 ２４Ｈ 藤山 成悟  

 

剣道部  

 

・新川地区高等学校総合体育大会 剣道競技  

  男子個人 第２位 ２３Ｈ 稲葉 祐磨  

 

ウェイトリフティング同好会  

 

・富山県高等学校総合体育大会 ウェイトリフティング競技  

５５㎏級 第２位 ２３H 冨  紀塁  

６１㎏級 第４位 ３３H 佐藤 京耶  

 

・第７４回富山県民体育大会 ウェイトリフティング競技  

５５㎏級 第１位 ２３H 冨  紀塁  

 

・富山県高等学校新人大会 ウエイトリフティング競技  

  団体の部 男子総合２位 上市高等学校  

   個人の部 ５５㎏級 第１位 ２３Ｈ 冨  紀塁  

          〃     第３位 ２２Ｈ 朝野 凌冴  

 

・第３５回北信越高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会  

個人の部 ５５㎏級 第２位 ２３Ｈ 冨  紀塁  

 

 



 

【文化部】  

 

美術部  

・第３５回上市町美術展  

  絵画の部 町展奨励賞・若葉賞 ３２H 石黒 花乃  

入選 ３１Ｈ 合田 雛世  

入選 ３１Ｈ 高岡唯璃奈  

入選 ３１Ｈ 南部 胡桃  

入選 ３１Ｈ 柳澤かがり  

入選 ３２Ｈ 奥井 美音  

入選 ３２Ｈ 長森 海咲  

入選 ３３Ｈ 奥田柚姫乃  

入選 ３４Ｈ 柏原  萌  

 

・第 39 回富山県高校生平和作品展  

    造形部門（平面）  

                      優秀賞  長森 海咲（32H）  

                                      中瀬 魅香（22H）  

                            佳作   南部 胡桃（31H）  

                           神谷 彩音（22H）  

 

書道部  

・第３５回上市町美術展  

  書の部  町展奨励賞・若葉賞 １２H 筒口 日菜乃  

       町展奨励賞     ２４H 細田 彩花  

              入選 ３１Ｈ 髙橋 心愛  

入選 ３４Ｈ 橋本明日香  

入選 ３４Ｈ 渡辺 菜月  

入選 ２１Ｈ 稗畠  陵  

入選 １２Ｈ 田中 利奈  

入選 １４Ｈ 長原 彩佳  

 

・第６３回富山県小・中・高校生書きぞめ大会  

推選 ２１Ｈ 稗畑  陵  

特選 ２４Ｈ 細田 彩花  

 

【団体】  

・令和３年度とやま環境賞ジュニア活動賞  

              富山県立上市高等学校 グリーン分野  



 

【個人】  

・国土緑化運動育樹運動ポスター原画コンクール  

佳作 ２４H 大割 愛心  


