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部名 大会名 大会略称 区分等 成績 選手名／チーム名 備考

平成27年度富山県高等学校総合体育大会サッカー競技 高校総体 男子 ２位 北信越大会出場
北信越高校総体 北信越高校総体 出場
高円宮杯Ｕ－18サッカーリーグ富山リーグＴ1 Ｔ１リーグ残留

平成27年度富山県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 高校総体 団体男子 ３位 北信越大会出場
平成27年度富山県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 高校総体 男子 ３位 法才　峻也(電気３年)、高橋　佑昴(機械２年)
平成27年度富山県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 高校総体 個人戦 ベスト１６ 村上　謙治（電気２年）高松　祥希（建築３年） 北信越大会出場
平成27年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 全国高校総体 個人戦 出場 法才　峻也(電気３年)、高橋　佑昴(機械２年)
平成27年度富山県民体育大会ソフトテニス競技 個人戦 ３位 法才　峻也(電気３年)、高橋　佑昴(機械２年)
平成27年度富山県民体育大会ソフトテニス競技 個人戦 ベスト８ 本吉　真樹志（金属２年）、東川　晃太（機械１年）
平成27年度秋季大会 シングルス ３位 本吉　真樹志（金属２年）
平成27年度秋季大会 シングルス ３位 東川　晃太（機械１年）
平成27年度秋季大会 シングルス ベスト８ 高橋　佑昴(機械２年)
平成27年度秋季大会 ダブルス ベスト８ 川下　冬馬（機械１年）、高橋　佑昴(機械２年)
第66回富山県高等学校ソフトボール選手権大会 高校総体 男子 １位 北信越大会出場
北信越高等学校総合体育大会 北信越高校総体 ３位
全国高等学校総合体育大会 全国高校総体 出場
平成27年全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 ベスト１６
平成27年度第69回富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会 ３位
富山市民体育大会 １位
全国高校選抜大会富山県予選 ３位
富山県高校新人バスケットボール選手権大会 ベスト８
平成27年度第68回富山県高等学校総合体育大会バスケットボール競技会 高校総体 男子 ベスト８
平成27年度第66回富山県高等学校バドミントン選手権大会 高校総体 団体男子　学校対抗の部 ３位 北信越大会出場
平成27年度第66回富山県高等学校バドミントン選手権大会 高校総体 男子ダブルスの部 ベスト８ 松田　玲旺（機械３年）、竹原　弥俊（電気３年）
第51回富山市高等学校バドミントン大会 男子ダブルスの部 優勝 武部　稜冴（建築３年）、藤木　智識（電気２年）
第51回富山市高等学校バドミントン大会 男子ダブルスの部 ２位 松田　玲旺（機械３年）、竹原　弥俊（電気３年）
第51回富山市高等学校バドミントン大会 男子シングルスの部 ３位 竹原　弥俊（電気３年）
第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選会富山地区予選会 男子シングルスの部 優勝 松田　悠斗（電気１年）
第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選会富山地区予選会 男子シングルスの部 ３位 尾近　晃希（金属１年）
第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選会 男子シングルスの部 ベスト８ 幅口　遼（電気２年）
第33回全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選会 男子ダブルスの部 ベスト８ 渡邊　拓己（金属２年）、松田悠斗（電気１年）
第24回高等学校1年生選手権大会（単） 男子シングルスの部 ベスト８ 松田　悠斗（電気１年）
第24回高等学校1年生選手権大会（単） 男子シングルスの部 ベスト８ 尾近　晃希（金属１年）
第58回富山県高等学校新人選手権大会 団体男子　学校対抗の部 準優勝 北信越大会出場
第58回富山県高等学校新人選手権大会 男子シングルスの部 ベスト８ 幅口　遼（電気２年）
第58回富山県高等学校新人選手権大会 男子ダブルスの部 ベスト８ 渡邊　拓己（金属２年）、松田悠斗（電気１年）
第58回富山県高等学校新人選手権大会 男子ダブルスの部 ベスト８ 藤木　智識（電気２年）、幅口　遼（電気２年）
第67回富山県高等学校春季ハンドボール選手権大会 ３位
平成27年度富山県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 高校総体 男子 ３位 北信越大会出場
北信越高校総体 北信越高校総体
平成27年富山県高等学校秋季大会ハンドボール選手権大会 ４位
中部日本卓球選手権大会　 ジュニアの部 出場 増山　蘭（土木２年）
中部日本卓球選手権大会　 一般の部 出場 三松　朋瑛（土木３年）、横田　健吾（金属２年）
北信越卓球選手権大会 出場 風呂　司（金属３年）、酒井　勇樹（機械２年）、髙澤　芳樹（機械２年）、横田　健吾（金属２年）、増山　蘭（土木２年）

富山県高等学校秋季卓球選手権大会 学校対抗の部 準優勝 北信越選抜大会出場
富山県高等学校秋季卓球選手権大会 ダブルスの部 3位 増山　蘭（土木２年）、横田　健吾（金属２年）
富山県高等学校秋季卓球選手権大会 シングルスの部 ベスト８ 横田　健吾（金属２年）
平成27年度富山県高等学校春季大会バレーボール競技 ベスト８
平成27年度富山県高等学校秋季大会バレーボール競技 ベスト８
平成27年度富山県高等学校新人大会バレーボール競技 ベスト８
平成27年度富山県高等学校総合体育大会バレーボール競技 高校総体 ベスト８
第87回春季富山県高校野球大会 ３回戦 ベスト８
第97回全国高等学校野球選手権富山大会 準決勝 ベスト４
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 ４００ｍＨ　男子 ５位 大野　嵩人（機械３年）
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 ５０００ｍ競歩　男子 ６位 栗林　貴広（金属３年）
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 ５０００ｍ競歩　男子 ７位 柿岡　晃多（電子３年）
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 棒高跳び　男子 ２位 成瀬　優雅（電気２年）
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 砲丸投げ　女子 優勝 高木　麻衣（機械３年） 北信越大会出場
第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 高校総体 円盤投げ　女子 ２位 高木　麻衣（機械３年）
北信越高校総体 北信越高校総体
第57回富山県陸上競技選手権大会 女子砲丸投げ ２位 高木　麻衣（機械３年）
第57回富山県陸上競技選手権大会 女子円盤投げ ４位 高木　麻衣（機械３年）
第57回富山県陸上競技選手権大会 男子棒高跳び ４位 成瀬　優雅（電気２年）
第57回富山県陸上競技選手権大会 男子５０００ｍ競歩 ５位 栗林　貴広（金属３年）
第57回富山県陸上競技選手権大会 男子５０００ｍ競歩 ６位 柿岡　晃多（電子３年）
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 シングルスカル　女子 優勝 山田　英奈（建築２年） 北信越大会出場
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 シングルスカル　女子 ２位 山岸　ゆき（建築２年）
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 シングルスカル　男子 ４位 久郷　智輝（土木２年）
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 ダブルスカル　男子 優勝 二本松　慎也(機械２年)、坂田　泰人(金属２年) 北信越大会出場
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 ダブルスカル　男子 ２位 森田　忠明(土木３年)、渡邊　龍輝(電気２年)
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 ダブルスカル　男子 ３位 菊伊　蓮(電気２年)、中川　貴博(機械２年)
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 舵手付クオドルプル 優勝 松本　航(電気２年、城岸　洸(電気３年)、生須　智也(機械３年)、野口　拓己(電子２年)、坂口　博昭(電子３年) 北信越大会出場
第23回富山県高等学校ボート選手権大会 高校総体 舵手付クオドルプル ３位 古谷　優弥(電子３年)、奥野　光稀(電気２年)、戸田　新(機械３年)、高野　翔太(電気２年)、平野　皓己(電気２年)

北信越高校総体 北信越高校総体 舵手付クオドルプル ２位 松本　航(電気２年)、城岸　洸(電気３年)、生須　智也(機械３年)、野口　拓己(電子２年)、坂口　博昭(電子３年)

北信越高校総体 北信越高校総体 ダブルスカル　男子 ３位 二本松　慎也(機械２年)、坂田　泰人(金属２年)
北信越高校総体 北信越高校総体 男子総合 ２位
第38回信毎諏訪湖レガッタ 少年男子舵手付クオドルプル ２位 松本　航(電気２年)、城岸　洸(電気３年)、生須　智也(機械３年)、野口　拓己(電子２年)、坂口　博昭(電子３年)

第38回信毎諏訪湖レガッタ 少年男子ダブルスカル ３位 二本松慎也(機械２年)、坂田泰人(金属２年)
平成27年度富山県高等学校春季ラグビーフットボール大会 ２位
アシックスカップ2015第2回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会富山県予選 ２位
第64回富山県高等学校春季柔道選手権大会 個人７８ｋｇ級 ３位 中林　美咲（土木２年）
第64回富山県高等学校柔道選手権大会 高校総体 団体男子 ３位
第64回富山県高等学校柔道選手権大会 高校総体 ８１ｋｇ級　男子 ５位 藤樫　望夢（土木３年）
第64回富山県高等学校柔道選手権大会 高校総体 ７８ｋｇ級　女子 ３位 中林　美咲（土木２年） 北信越大会出場
平成27年富山県ジュニア柔道多重別選手権大会 男子８１ｋｇ級 ３位 坂本　要（電子３年）
平成27年度第57回富山県高等学校剣道春季大会 団体 優勝
平成27年度第57回富山県高等学校剣道春季大会 個人 優勝 辻　昌平（電気２年）
平成27年度第57回富山県高等学校剣道春季大会 個人 ２位 中川　健吾（電気３年）
平成27年度第57回富山県高等学校剣道春季大会 個人 ３位 山田　寛千（電気２年）
第62回富山県高等学校剣道大会 高校総体 団体男子 優勝 北信越大会出場
第62回富山県高等学校剣道大会 高校総体 個人　男子 ３位 有山　歩（機械２年） 北信越大会出場
第62回富山県高等学校剣道大会 高校総体 個人　男子 ５位 山田　寛千（電気２年）
平成27年度富山県高等学校剣道新人大会 男子個人 優勝 山田　寛千(電気２年)
平成27年度富山県高等学校剣道新人大会 男子個人 ２位 辻　昌平（電気２年）
平成27年度富山県高等学校剣道新人大会 男子団体 優勝 3月の全国大会出場
平成27年度北信越高等学校剣道新人大会 男子団体 ３位
第53回北信越高等学校剣道大会 北信越高校総体 男子団体 ベスト８
第53回北信越高等学校剣道大会 北信越高校総体 男子個人 ベスト８ 有山　歩（機械２年）
第68回富山県高等学校選手権水泳競技大会 高校総体 自由形１５００ｍ　男子 １位 杉木　光希（電子２年）
第68回富山県高等学校選手権水泳競技大会 高校総体 個人メドレー４００ｍ　男子 ２位 杉木　光希（電子２年）
第68回富山県高等学校選手権水泳競技大会 高校総体 背泳ぎ２００ｍ　男子 ３位 広瀬　祐大（機械２年）
平成27年度第11回富山市民体育大会水泳競技 男子少年Ａ　４００ｍ自由形 １位 杉木　光希（電子２年）
平成27年度第11回富山市民体育大会水泳競技 男子少年Ａ　２００ｍ背泳ぎ ２位 広瀬　祐大（機械２年）
平成27年度富山県民体育大会 少年Ａ自由形４００ｍ ２位 杉木　光希（電子２年）
平成27年度富山県民体育大会 少年ABリレー８００ｍ １位 杉木　光希（電子２年）（富山市選抜チーム）
平成27年度富山県民体育大会 少年Ａ背泳ぎ２００ｍ ３位 広瀬　祐大（機械２年）
平成27年度富山県高等学校新人大会 自由形１００ｍ ３位 杉木　光希（電子２年）
平成27年度富山県高等学校新人大会 個人メドレー２００ｍ １位 杉木　光希（電子２年）
平成27年度富山県高等学校新人大会 背泳ぎ５０ｍ ２位 広瀬　祐大（機械２年）
平成27年度富山県高等学校新人大会 背泳ぎ１００ｍ ２位 広瀬　祐大（機械２年）
平成27年度富山県高等学校新人大会 男子総合 ３位
北信越体育体 北信越高校総体 個人メドレー４００ｍ ９位 杉木　光希（電子２年）
北信越体育体 北信越高校総体 広瀬　祐大（機械２年）
新人戦 １・２年の部ライト級 １位 有沢　英志（建築１年） 北信越高等学校ボクシング新人大会出場

北信越選抜大会

山岳 第43回富山県高等学校登山大会 高校総体 団体男子 ３位 北信越大会出場

全日本写真連盟　第20回富山県写真サロン展 推薦 藤井　健斗（機械２年）
全日本写真連盟　第20回富山県写真サロン展 特選 今泉　梨緒（機械２年）
第43回富山県吹奏楽コンクール 金賞 県代表
第58回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会 銀賞
第56回北陸吹奏楽コンクール 金賞 北陸代表
第15回東日本学校吹奏楽大会 銅賞
第37回富山地区アンサンブルコンテスト 4部門 金賞
全日本ロボット相撲東海大会 自立型 ２位 中田　拓海（機械３年）、宮下　知也（機械３年）
高校生ロボット相撲北信越大会 自立型 １位 中田　拓海（機械３年）、宮下　知也（機械３年）
高校生ロボット相撲北信越大会 ラジコン型 １位 木村　洸稀（機械３年）、伊井大貴（機械１年）
高校生ロボット相撲全国大会 ラジコン型 ４位 木村　洸稀（機械３年）、伊井大貴（機械１年）
ロボット相撲ＭＥＸ場所 自立型 優勝 池田　匠（電子２年）
ロボット相撲ＭＥＸ場所 ラジコン型 ２位 中土　義道（電子３年）
ロボット相撲ＭＥＸ場所 ３位 髙木　凌（電子２年）
2015Ene-1GP SUZUKA　KV-BIKEチャレンジ 高校生部門 1位 黒崎　伸太郎（電子１年）、清水　理久（電子１年）
全日本ロボット相撲北信越大会 自立型 １位 立野　佑樹（電子３年）、太田　達也（電子３年）
全日本ロボット相撲北信越大会 ラジコン型 ３位 高木　凌（電子２年）、山本　遼太郎（電子２年）
高校生ロボット相撲北信越大会 自立型 ３位 池田　匠（電子２年）、平井　克典（電子２年）
高校生ロボット相撲北信越大会 ラジコン型 ２位 中土　義道（電子３年）、坂田　大輝（電子１年）
ジャパンマイコンカーラリー2016北信越大会 Advanced　Class １位 東　桐弥（電子３年） 全国大会出場
ジャパンマイコンカーラリー2016北信越大会 Advanced　Class ２位 池田　匠（電子２年） 全国大会出場
ジャパンマイコンカーラリー2016全国大会 Advanced　Class 4位 東　桐弥（電子３年）
第15回高校生ものづくりコンテスト富山県大会 旋盤部門 優秀賞 中田　翔平（機械２年） 北信越大会出場
第15回高校生ものづくりコンテスト富山県大会 旋盤部門 優良賞 中川　慧一（機械３年）
第9回　建築系高校生対象ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ　絵画に親しむ軽井沢の暮らし 優秀賞 喜多　秀長（建築２年）
第9回　建築系高校生対象ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ　絵画に親しむ軽井沢の暮らし 優秀賞 河原　羽那（建築２年）
第9回　建築系高校生対象ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ　絵画に親しむ軽井沢の暮らし 佳作 林　真凛（建築２年）
第9回　建築系高校生対象ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ　絵画に親しむ軽井沢の暮らし 佳作 藤井　玲奈（建築２年）
第9回　建築系高校生対象ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ　絵画に親しむ軽井沢の暮らし 佳作 森　健人（建築２年）
技能検定建築大工（大工工事作業） 三級建築大工技能士 合格 森　健人（建築２年）
技能検定建築大工（大工工事作業） 三級建築大工技能士 合格 喜多　秀長（建築２年）
第56回富山県インテリアデザインコンクール 富山県知事賞 向島　涼平（建築３年）
第56回富山県インテリアデザインコンクール 富山市長賞 篠川　涼介（建築３年）
第56回富山県インテリアデザインコンクール 富山県商工会議所連合会長賞 横江　啓吾（建築３年）
第8回高校生の建築フレッシュ・アイディアコンペ 最優秀賞 宮下　真里亜（建築１年）
第8回高校生の建築フレッシュ・アイディアコンペ 優秀賞 並河　吟奈（建築１年）
第8回高校生の建築フレッシュ・アイディアコンペ 優秀賞 赤石　鳴海（建築１年）
第8回高校生の建築フレッシュ・アイディアコンペ 審査員特別賞 新村　希和（建築１年）
第8回高校生の建築フレッシュ・アイディアコンペ 審査員特別賞 早野　詩織（建築１年）
第21回北陸の家づくり設計コンペ 北日本新聞社賞 林　真凛（建築２年）
これからの家族と環境にやさしい家 アイデア賞 福田　菜々子（建築２年）
これからの家族と環境にやさしい家 特別賞 森　健人（建築２年）
第14回建築コンペティションＣ部門・継手・仕口を活かした木工作品 佳作 俵山　裕多（建築１年）
第14回建築コンペティションＣ部門・継手・仕口を活かした木工作品 佳作 豊岡　生真（建築１年）
第14回建築コンペティションＣ部門・継手・仕口を活かした木工作品 奨励賞 波多野　陸（建築１年）
第14回建築コンペティションＣ部門・継手・仕口を活かした木工作品 奨励賞 林鴻　之介（建築１年）
第15回高校生ものづくりコンテスト富山県大会木材加工部門 優秀賞 森　健人（建築２年）
第15回高校生ものづくりコンテスト富山県大会木材加工部門 奨励賞 豊岡　生真（建築１年）

写真

建築工学科

機械工学科

電子機械工学部

機械工学部

吹奏楽

バドミントン

ボクシング

水泳

剣道

柔道

ラグビー

ボート

陸上

野球

男子バレーボール

卓球

ハンドボール

バスケットボール

ソフトボール

ソフトテニス

サッカー
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