
Ｈ２９ 部活動 秋季総体・大会結果 一覧 
 

ハンドボール部 

【予選リーグ】 

彦根総合 ４１―１１ 安曇川 

     １９－５ 

     ２２－６ 

 

彦根総合 ３８―１３ 高島 

     １７－７ 

     ２１－６ 

 

【決勝トーナメント（準決勝）】 

彦根総合 ２４－２５ 彦根翔西館 

     １５－１５ 

      ９－１０ 

 

【決勝トーナメント（３位決定戦）】 

彦根総合 １９－２３ 彦根東 

     １０－１５ 

      ９－８          ・・・結果  第４位 

 

優秀選手賞 

２年６組 高山 博暉 

１年２組 市川 朝陽 

 

バレーボール部 

【予選グループ戦】 

彦根総合  ０－２  信楽 

     １４－２５ 

     １１－２５ 

 

彦根総合  ２－０  日野 

     ２５－７ 

     ２５－２１ 

 

【決勝トーナメント】 

１回戦 彦根総合 ０－２ 彦根翔西館 

        １９－２５ 

        ２１－２５ 

 



男子バドミントン部 

【団体】１部リーグ 

１回戦 彦根総合 ０－３ 石山 

２回戦      ３－２ 河瀬 

３回戦      ３－１ 東大津 

１部リーグ第２位で３位決勝戦へ 

３位決勝戦 彦根総合 ３－１ 光泉   （結果 第３位） 

 

【個人】 

シングルス 

本庄 佑基 ・・・ベスト８ （近畿大会出場） 

伊崎 裕一郎・・・ベスト１２（近畿大会出場） 

入口 大樹 ・・・ベスト１６ 

【ダブルス】 

本庄・伊崎 ・・・ベスト８ （近畿大会出場） 

入口・石橋 ・・・ベスト１２（近畿大会出場） 

 

女子バドミントン部 

【団体】１部リーグ 

１回戦  彦根総合 １－３ 滋賀短期大学付属 

２回戦       ２－３ 膳所 

３回戦       ２－３ 大津 

１部リーグ第４位でベスト８入れ替え戦へ 

 ２－３ 堅田 （ベスト８入らず） 

【個人】 

シングルス 

堤 愛花 ・・・優勝（近畿大会出場） 

 

【ダブルス】 

永田・木村 ・・・ベスト３２ 

 

 

サッカー部 

１回戦 彦根総合 ０－２ 国際情報 

 

硬式テニス部 

【ダブルス】 

予選２回戦 磯部・脇坂 ２－６ 堅田高校 

 

【シングルス】 

予選２回戦 磯部昂宏 １－６ 玉川高校 

 



ソフトテニス部 

【団体戦】 

彦根総合 ０－３ 長浜北星 

 

【女子個人戦】 

１回戦 船橋・小椋 ０－４ 水口 

 

【男子個人戦】 

１回戦 石居・廣田 ４－１ 玉川   山田・渡邉 ０－４ 立命館守山 

    前川・中森 １－４ 八日市  七里・川橋 ０－４ 八幡 

    河野・船越 ０－４ 伊香   渡邊・餅川 ４－３ 比叡山 

 

２回戦 石居・廣田 ２－４ 滋賀短大付属   渡邊・餅川 ０－４ 長浜北星 

 

ゴルフ部 

【高校男子の部】 

第３位 小林 新  スコア１１１ （関西大会出場） 

第４位 高島 騎士 スコア１１５  

第６位 小水 愛士 スコア１４３ 

 

【高校女子の部】 

第１位 藤田かれん スコア７４  （関西大会出場） 

 

陸上競技部 

（男子１００ｍ） 

瀬戸山 真一郎   予選落ち 

原田 優磨     予選落ち 

筈井 恵正     予選落ち 

 

（男子２００ｍ） 

廣瀬 右弥  予選落ち 

小出 涼人  予選落ち 

 

 

（女子砲丸投げ） 

竹中 咲瑛  予選落ち 

 

（男子砲丸投げ）  

中嶋 健翔  予選落ち 

 

（４×１００ｍリレー） 

廣瀬 小出 瀬戸山 筈井   予選落ち 



卓球部 

【男子団体】 

１回戦 彦根総合 ３－１ 東大津 

２回戦 彦根総合 ０－３ 甲西 

 

【男子ダブルス】 

２回戦 川端・北川 ０－３ 石山     松浦・吉田 ３－０ 玉川 

    丸野・平澤 ０－３ 水口東    夏原・天谷 １－３ 彦根東 

３回戦 松浦・吉田 ２－３ 翔西館 

 

【女子ダブルス】 

１回戦 長崎・漣 １－３ 玉川 

 

【男子シングルス】 

１回戦 北川 ０－３ 水口東    吉田 ３－０ 湖南農業 

    平澤 ０－３ 水口東    川端 ０－３ 甲西 

    天谷 ０－３ 翔西館     

２回戦 吉田 ０－３ 河瀬     松浦 ３－１ 草津東 

    丸野 ２－３ 瀬田工業   夏原 ３－１ 石山 

３回戦 松浦 ３－１ 翔西館    夏原 ３－２ 能登川 

４回戦 松浦 ３－２ 虎姫     夏原 ０－３ 近江兄弟社 

５回戦 松浦 ３－１ 近江兄弟社 

６回戦・近畿決定戦 松浦 １－３ 甲西 

 

【女子シングルス】 

１回戦 漣 ０－３ 膳所      長崎 ３－０ 八幡 

２回戦 長崎 ３－０ 能登川 

３回戦 長崎 ０－３ 近江兄弟社 

 

 

 

 


