令和元年度 部活動 活動記録一覧
部活動名

活動内容

活動日
４月１３日（土） 関東個人地区予選出場
４月２８日（日） 関東団体県予選出場
５月４日（土） 神奈川県総体地区予選個人出場
６月８日（土） 神奈川県総体地区予選団体出場

ソフトテニス

８月１３日（火） 横浜市ソフトテニス大会出場
～１４日（水）
９月１４日（土） 新人地区予選会出場
～１５日（日）
１２月１４日（土） 神奈川県選手権シングルス地区予選出場
９月６日(金) ｆ高祭に参加（校内）
～７日(土)

ダンス

９月２８日(土) 南万騎が原駅 イベントに参加
１０月２６日(土) いずみ中央駅 イベントに参加
１１月１６日(土) 相鉄ロックオンミュージックに参加
１月３１日(金) 送別会に参加（校内）
７月２７日（土） 横浜市泉区池谷自治会、池谷納涼夏祭り出演
７月２８日（日） ハーティースポーツクラブ主催サマーキャンプに参加
～２９日（月）
８月３日（土） 厚木鮎祭りダンスレジェンド出演
８月１３日（火） 第１回チアホリック東京大会出演

チアダンス

９月２８日（土） 相鉄ライフ南万騎が原オータムフェスタ出演
10月２６日（土） 相鉄ライフいずみ中央オータムフェスタ出演
１１月３日（日） 神奈川ドライビングスクール交通安全フェスタ出演
１１月１６日（土） 相鉄ロックオンミュージック2019出演
１１月２３日（土） 特別養護老人ホームサニーヒル横浜 ボランティア訪問
１１月３０日（土） 特別養護老人ホーム今宿ホーム ボランティア訪問
２月２２日（土） 関東フットサルリーグハーフタイム演技

ハイキング
４月１３日（土）～ 神奈川県高等学校春季バスケットボール大会北支部予選 ２回戦敗退
５月１１日（土）～ 全国高校学校バスケットボール選手権大会神奈川県予選北支部予選 ベスト16
バスケットボール

７月１３日（土）～ 横浜地区夏季大会 eブロック準優勝
１１月２日（土）～ 神奈川県高等学校バスケットボール新人大会北支部予選 ２回戦敗退
１２月７日（土）～ YOKOHAMA CUP一次トーナメント ｃブロック優勝
１月２６日（日） YOKOHAMA CUP二次トーナメント 初戦敗退
５月３日（金） 県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子ダブルス出場
５月５日（日） 県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子シングル出場
８月２４日（土） 横浜地区高体連夏季バドミントン大会 女子学校対抗出場
９月８日（日） 神奈川県高等学校バドミントン新人大会 地区予選会 女子ダブルス出場

バドミントン

９月１５日（日） 神奈川県高等学校バドミントン新人大会 地区予選会 男女シングルス出場
９月２３日（月） 神奈川県高等学校バドミントン新人大会 地区予選会 男女学校対抗出場
１月１１日（土） 横浜地区高体連バドミントン大会 女子ダブルス出場
１月１２日（日） 横浜地区高体連バドミントン大会 女子シングルス出場
１月１９日（日） 横浜地区高体連バドミントン大会 女子学校対抗出場
４月１４日（日） 横浜市民体育大会バレーボール競技 高等学校の部出場
４月２８日（日） 関東高等学校バレーボール大会神奈川県予選会出場
６月９日（日） 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技神奈川県予選会出場
８月２５日（日） 横浜地区高等学校男女バレーボール夏季大会出場

女子バレーボール

９月２９日（日） 横浜市内高等学校バレーボール選手権大会出場
１１月３日（日） 全日本バレーボール高等学校選手権大会神奈川県予選会出場
１１月２３日（土） 横浜地区高等学校男女バレーボール秋季大会出場
１月１２日（日） 神奈川県高等学校バレーボール新人大会 横浜地区予選会出場
～１３日（月）

卓球部
男子バレーボール

休部中
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４月１３日(土) 全日本競歩輪島大会 高校女子１・２年 3ｋｍ 3位

神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 男子やり投 県大会出場
神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 男子ハンマー投 県大会出場
５月３日（金） 神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 女子5000ｍＷ 県大会出場
～４日（土） 神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 女子円盤投 県大会出場
神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 女子やり投 県大会出場
神奈川県高等学校陸上競技大会横浜地区予選 女子ハンマー投 県大会出場
５月１８日（土） 神奈川県高等学校陸上競技大会 女子ハンマー投 7位
～１９日（日） 神奈川県高等学校陸上競技大会 女子5000ｍＷ 3位 → 関東高等学校陸上競技大会出場
６月１４日（金） 関東高等学校陸上競技大会 南関東地区予選会 女子5000ｍＷ

4位 → 全国高等学校陸上競技大会出場

横浜地区高等学校陸上競技選手権 男子ハンマー投 3位
横浜地区高等学校陸上競技選手権 男子ハンマー投 4位
７月１３日（土）
～１４日（日） 横浜地区高等学校陸上競技選手権 女子ハンマー投 3位
横浜地区高等学校陸上競技選手権 女子ハンマー投 4位
横浜地区高等学校陸上競技選手権 女子5000ｍW 1位
８月２３日（金） 関東陸上競技選手権大会 女子5000ｍＷ

6位入賞

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子やり投

5位通過

県大会出場

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 男子三段跳

9位通過

県大会出場

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 男子円盤投

11位通過

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子円盤投
８月３１日（土）
～９月１日（日） 神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子円盤投

10位通過

県大会出場

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子ハンマー投

2位通過

県大会出場

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子ハンマー投

3位通過

県大会出場

1位通過

神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子ハンマー投

4位

神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子ハンマー投

6位

神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子ハンマー投

5位

第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 女子走幅跳 3位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 女子走幅跳 4位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 男子走幅跳 7位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 男子三段跳 5位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 男子砲丸投 2位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 女子5000ｍ 2位
第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 女子5000ｍ 3位
１０月１９日（土） 第23回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 女子5000Ｗ
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子5000mＷ 1位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子5000mＷ 3位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子ハンマー投 2位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子ハンマー投 3位
１０月２６日（土） 横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 男子ハンマー投 3位
～２７日（日） 横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子やり投 6位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 男子三段跳 7位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子3000m 6位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子円盤投 8位
横浜地区高体連学校対抗新人陸上競技大会 女子総合 6位
１２月１日（日） はだの丹沢水無川マラソン大会

5km女子29歳以下の部 1位

１月１日（水） 第68回元旦競歩 女子高校5ｋｍ 8位

県大会出場

1位 → 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会出場

第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 女子走幅跳 1位

９月２９日（日）

県大会出場

2位通過

神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子5000ｍＷ
９月１４日（土）

県大会出場

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 男子ハンマー投

神奈川県高等学校新人陸上競技大会横浜地区予選 女子5000ｍＷ

陸上競技

8位通過

県大会出場

4位
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５月１２日（日） 赤十字新人メンバー研修会 1年23名参加

５月１９日（日） 神奈川県青少年赤十字指導者協議会において JRCによる青少年赤十字活動報告
８月６日（火）
小学校LTC（リーダーシップトレーニングセンター）
～９日（金）

ＪＲＣ

ボランティア活動

８月９日（金） LTC（リーダーシップトレーニングセンター）
～１３日（火）

八王子大学セミナー

８月２０日（火） MTC（メンバーシップトレーニングセンター）
～２２日（木）

足柄ふれあいの村

3名参加
9名参加

十字救急法競技会 4人一組9チーム参加
本結びリレー：1位・2位・3位
１月１９日(日)
三角巾リレー：1位・3位
総合競技：3位
総合成績：準優勝・3位・4位・5位・6位
４月８日（月） 入学式 校歌披露（校内）
７月２０日（土） 学校説明会にて演奏（校内）
コーラス

８月１９日（月） 老人ホーム藤沢エデンの園にてボランティア演奏
８月２４日（土） 特別養護老人ホーム今宿ホームにてボランティア演奏
１１月２日（土） 特別養護老人ホームサニーヒル横浜にてボランティア演奏
１２月４日（水） 横浜相原病院のクリスマスイベントに参加
４月１２日（金） 新入生歓迎発表（校内）

演劇同好会

７月 地域の小学校にて防犯教室の寸劇に参加
９月６日（金） ｆ高祭にて劇発表（校内）
～７日（土）

家庭科

９月６日（金） ｆ高祭にて、「炊き込みご飯」を調理・販売（校内）
～７日（土）

華道
４月１２日(金) 新入生歓迎会にて演奏披露（校内）
６月２７日(木) ライブ実施（校内）
軽音楽

９月６日(金) ｆ高祭にて講堂でライブ実施（校内）
～７日(土)
１２月２０日(金) ライブ実施（校内）
１月１９日(日) 東日本震災復興支援横浜旭RCチャリティーコンサート参加
１月３１日(金) 送別会にて演奏披露（校内）

写真
５月１１日（土） 神奈川県看護フェスティバル出演
５月３０日（木） 横浜市立ろう特別支援学校（高等部）来校 交流会開催
７月２０日（土） 学校説明会発表（校内）
１０月５日（土） 川崎市立看護短期大学文化祭出演
手話

１１月９日（土） 神奈川県高等学校文化連盟 総合文化祭総合開会式 手話通訳
１１月１０日（日） 産業教育フェア出演
１２月１日（日） 神奈川県手話普及イベント「手話の世界へＧＯ！」出演
１２月１５日（日）

神奈川県高等学校総合文化祭高校生ボランティア大会出場
プレゼンの部 高文連会長賞
作文の部 県教育長賞

１月１９日（日） 神奈川県高等学校文化連盟 総合文化祭総合閉会式 手話通訳
書道

７月～８月 ｆ高祭講堂ステージに飾る文化祭テーマの看板作成
１２月 書道コンクールに作品応募

2名参加

3年部員4名参加
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４月７日（日） 本校体育館にて第１回定期演奏会開催（校内）
７月１５日（月） 今宿ホームにて訪問演奏

吹奏楽

９月６日（金） ｆ高祭にて演奏（校内）
～７日（土）
１１月９日（土） 産業教育フェアのファンファーレ（依頼）を担当
１月３１日（金） 送別会にて演奏（校内）
８月２５日（日） 高齢者施設のブレスト戸塚舞岡にて慰問茶会を催す

茶道

９月７日（土） ｆ高祭にて茶会を催す（校内）
１１月１７日（日） 第25回高文連高校生茶会に参加
８月 美術館・文学館見学

文芸

９月６日（金） ｆ高祭展示発表（校内）
～７日（土）
通年 ２、３か月に１度のペースで部誌を発行（校内）
４月１２日(金) 新入生歓迎会にて演奏披露（校内）

筝曲

７月２０日(土) 第1回学校説明会にて演奏披露（校内）
９月７日(土) ｆ高祭にて講堂及び基礎医学教室で演奏会実施（校内）
１月３１日(金) 送別会にて演奏披露（校内）

