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各クラブ活動等大会成績

【名寄支部春季バスケットボール大会】
◆男子バスケットボール部 ☆優勝☆
〈一回戦〉対 礼
文 20− 0 勝利
（不戦勝）
〈準決勝〉対 名寄産業 118−69 勝利
〈決 勝〉対 稚
内 113−55 勝利
◆女子バスケットボール部 ３位
〈５チームリーグ戦〉１勝２負１分
対 士別翔雲 66−66 引き分け
対枝
幸 105−30 勝利
対稚
内 56−97 敗北
対名
寄 35−65 敗北
【春季名寄地区高等学校バドミントン選手権大会】
◆男子ダブルス
（大越・若杉ペア） ☆優勝☆（全道大会出場）
（古草・ 澤 ペア）ベスト８
（原田・上木ペア）ベスト４
◆男子シングルス
大越 準優勝（全道大会出場）
古草 ベスト４
【北海道体育大会バドミントン競技会】
◆男子ダブルス
（大越・若杉ペア）
対 札幌静修 0−2 敗北
（古草・ 澤 ペア）ベスト８
（原田・上木ペア）ベスト４
◆男子シングルス
（大越）対浦河 1−2 敗北
【名寄支部高等学校春季バレーボール大会】
◆女子バレーボール部 準優勝
〈予選リーグ〉対 名
寄 2−0 勝利
〈決勝リーグ〉対 稚
内 2−0 勝利
対 下川商業 2−0 勝利
対天
塩 1−2 敗北
【春季北海道高等学校野球大会名寄支部予選】
〈１回戦〉対 士別翔雲 6−12 敗北
【北海道高校サッカー選手権大会名寄支部予選大会】
◆サッカー部 ☆優勝☆（全道大会出場）
対 枝幸 2−1 勝利
対 名寄 3−2 勝利
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【高体連名寄支部バスケットボール競技大会】
◆男子バスケットボール部 ☆優勝☆（全道大会出場）
〈予選リーグ〉対 士別翔雲 116−67 勝利
〈決勝リーグ〉１回戦 対 名寄産業 95−47 勝利
２回戦 対 下川商業 107ー59 勝利
３回戦 対 稚
内 92−60 勝利
◆女子バスケットボール部 ３位
〈５チームリーグ戦〉２勝２負
対稚
内 69−84 敗北
対 士別翔雲 59−56 勝利
対名
寄 55−82 敗北
対 枝幸・浜頓別 20− 0 勝利（不戦勝）
【高体連名寄支部バドミントン選手権大会】
◆団体戦 ☆優勝☆（全道大会出場）
〈１回戦〉対 士別翔雲 3−0 勝利
〈準決勝〉対 名
寄 3−0 勝利
〈決 勝〉対 稚
内 3−2 勝利
◆男子ダブルス
（大越・若杉ペア）準優勝（全道大会出場）
（古草・ 澤 ペア）ベスト８
（原田・上木ペア）２回戦敗退
◆女子ダブルス
（稲川・工藤ペア）ベスト８
◆男子シングルス
大越 準優勝（全道大会出場）
古草 ベスト４
西岡／稲川／工藤 ２回戦敗退
【高体連名寄支部剣道大会】
２勝１敗２位（全道大会出場）
【高体連名寄支部バレーボール大会】
◆女子バレーボール部 準優勝（全道大会出場）
〈予 選〉対 士別翔雲 2−0 勝利
〈準決勝〉対 下川商業 2−1 勝利
〈決 勝〉対 天
塩 0−2 敗北
【北海道高校サッカー選手権大会北海道予選】
◆サッカー部
〈２回戦〉対 東海大学札幌 0−2 敗退 ベスト16
【高体連バスケットボール競技大会北海道予選】
◆男子バスケットボール部
〈１回戦〉対 函館工業 83−66 勝利
〈２回戦〉対 帯広大谷 65−98 敗退

合唱コンクール

企業説明会

（２）
【高体連バドミントン選手権大会北海道予選】
◆団体戦
〈１ 回 戦〉対 釧路湖陵 3−1 勝利
〈準々決勝〉対 帯広工業 1−3 敗退
◆男子ダブルス（大越・若杉ペア）
〈２ 回 戦〉対 北見柏陽 1−2 敗退
◆男子シングルス（大越）
〈１ 回 戦〉対 岩見沢農業 1−2 敗退
【高体連バレーボール大会北海道予選】
◆女子バレーボール部
〈１回戦〉対 七
飯 2−0 勝利
〈２回戦〉対 帯広南商業 0−2 敗退
【高体連剣道大会北海道予選】
◆剣道
〈１回戦〉対 丘珠 敗退
【高野連高校野球選手権大会北北海道名寄支部予選】
◆野球部 ☆優勝☆（全道大会出場）
〈１回戦〉対 連
合 6−0 勝利
〈準決勝〉対 士別翔雲 7−6 勝利
〈決 勝〉対 名
寄 18−4 勝利
【全国高校野球選手権大会北北海道大会】
◆野球部
〈１回戦〉対 別
海 10− 3 勝利
〈２回戦〉対 帯広大谷 1−14 敗退
【北海道バドミントン選手権大会】
◆男子ダブルス
〈１回戦〉対 札幌静修 敗退
◆女子ダブルス
〈２回戦〉対 札幌静修 敗退
◆女子シングルス
〈３回戦〉対 旭川商業 敗退
【北海道吹奏楽コンクール】
◆吹奏楽 B編成の部 銅賞
【サッカー選手権大会宗谷地区予選】
◆サッカー部 ☆優勝☆（全道大会出場）
（4年連続10回目）
対 稚内 8−0 勝利
対 枝幸 3−0 勝利

花まつり

7月26日に合唱コンクールが行われました。
最優秀賞は２年C組「自由曲・スパークル」、
優秀賞は１年B組「課題曲・あなたへ〜旅立
ちに寄せるメッセージ〜」となりました。ど
のクラスも心を合わせて取り組むことができ
ました。この経験から学んだことを今後に生
かしていきましょう。

６月７日に花まつりが行われました。花ま
つりとは、お釈迦さまのお誕生日をお祝いす
る行事で、自分自身を見直す機会でもあります。
講師として、豊富町にある光寿寺御若院の
矢田真之様より『無空過』というお話をいた
だきました。改めて、命の尊さについて考え
させられる時間になりました。

6月28日に本校主催の大谷高校企業説明会
を開催いたしました。今年度は合計37社の企
業にご参加いただきました。各企業の趣向を
凝らした動画や、パンフレットを拝見し、企
業イメージをつかむことができ、とても有意
義な時間となりました。

夏休みも進路実現に向けて努力しています！
本校では、夏休み期間に将来の進路実現に
向けた講座や講習会をおこなっています。
今年度は、外部から講師の方をお招きし、
危険物取扱者試験対策講座、公務員試験対策
特別講座、国公立大学進学夏期講習を実施し
ました。
また、8月3日は保護者向け進学・就職ガイ
ダンスを札幌大谷大学平岡祥孝教授を招いて
実施し、約60名の保護者の方が参加しました。

インターンシップ
インターンシップを終えて
２年Ａ組 中山 ひなた
私は楽器の白金堂でのインターンシップに参加しまし
た。楽器の白金堂を選んだ理由は、吹奏楽部に所属して
いて、楽器が壊れてしまうことが何度もあり、修理の仕
事に興味があったからです。
実際に管楽器の修理・調整を体験しました。お客様の
要望に沿って修理・調整をすることは時間がかかり大変
ですが、やりがいを感じました。
インターンシップを通し、良い音で演奏するためには
演奏者の技術だけでな
く、たくさんの人に支
えられて成り立ってい
ることを実感しました。
これからも楽器を大切
に感謝の気持ちをもっ
て演奏したいです。

