
■ 第４７回口丹波高等学校総合体育大会 第４位 

■ 第４２回府立高校大会 ブロック第３位 

現在マネージャーを含めて２年生６名で活動しています。５月

に引退した３年生にも参加してもらって、交代無しの総力戦で臨

んでいます。しかし、１月に行われる新人戦は３年生が出場でき

ないので、助っ人をお願いして出場したいと考えています。 

地元二中学に女子のバスケットボール部がないので、ルールを

覚え、技術を身に付けて他校と試合をするまでに（試合になるま

でに）、一年かかりますが、練習すれば必ず納得いく結果が得ら

れます。卒業生もよく指導に来てくれて、現役生を応援してくれ

ます。 

■ 10 月 2 日（土） 

平成２２年度新人大会が单丹高校で開催されました。 

結果： 北桑田 ５－１４  嵯峨野 

      北桑田 ２－１２  莵道 

先日、１・２年生の新チームで臨んだ初めての公式戦が行わ

れました。現在、部員は８人しかおらず、助っ人をお願いして

の大会となりました。結果は２敗して終わってしまいましたが、

来年の春に１年生が入部して人数がそろうまでしっかり練習し

ていきたいと思っています。 

■ ８月６日（金） 

口丹総合体育大会が单丹高校で開催されました。   

結果：学校対抗 ４位 

シングルス戦 １回戦敗退  ８名 

         ２回戦進出  ３名 

         ３回戦進出  ３名 

■ ９月４日（土）・１１日（土） 

秋季卓球選手権大会が伏見港体育館と山城運動公園体育館

で開催されました。 

結果：学校対抗  １回戦丌戦勝  ２回戦敗退 

     シングルス戦  １回戦敗退   ９名 

             ２回戦進出   ２名 

             ３回戦進出   １名 

日々の練習で１年生も実力がついてきてチーム全体のまとまり

を感じるような大きな力が生まれてきています。上記の２試合で

他校との実力の差を見せつけられ悔しさを感じています。反省点

を克服する為部員全員協力して課題を一つ一つ乗り越えてきまし

た。その団結力を生かし１１月の大会では、チームの良さと、シ

ベルアップした実力で今まで以上の成績を残したいと思います。 

■ 8 月 18～20 日（水～金） 

京都府高校ユース選手権大会 

西京極陸上競技場で開催されました。 

＜2 年女子 100m＞ 豊嶋 優希 13”35 

水口 葵 14”01     

→共に準決勝進出 

 

■ 10 月 10・11 日（日・月） 

京都府高校ジュニア選手権大会 

西京極陸上競技場で開催されました。 

＜女子 100m＞  豊嶋 優希 13”31 → 準決勝進出 

夏の試合シーズンが終わり、今シーズンの試合は残すところ

11 月 7 日の京都府高校駅伝と 11 月 13 日の京都府国公立陸上

競技大会のみとなりました。選手は自己ベストの更新や入賞目指

して、日々厳しい練習に励んでいます。また、9 月から 1 年生の

中西力也君、伏見一輝君が選手として、2 年生の寺井愛果さんが

マネージャーとして陸上部に加わり、部員は総勢 11 人となりま

した。今年の試合は残り尐ないですが、悔いの残らぬよう、また、

来年に繋がるように日々取り組んでいってほしいと思います。 

女子 

バスケットボール部 ソフトボール部 

卓球部 陸上競技部 

■ 第４７回口丹波高等学校総合体育大会 第３位 

 この夏の口丹総体では、選手の怪我もありベストの状態で試合

に臨むことが出来ず満足のいく試合をすることが出来ませんで

したが、それぞれが持てる力を発揮し３位を獲得することができ

ました。練習試合経験が公式試合に発揮できないチームとしての

課題もあり、今後の練習で克服を目指しています。 

■ 第４７回口丹波高等学校総合体育大会 第３位 

ソフトテニス部 

日々の厳しい練習の積み重ねによって、口丹大会では団体戦で

３位という成績を残すことができました。１年生も部活の雰囲気

になれ、着々と実力をつけて試合ではいい成績を残しています。

現在、部員が奇数なので人数が欠けてしまい試合に出にくい状況

です。初心者・経験者問わず部員募集中です！！ 

（キャプテン：松本慧那） 

■ 第９２回全国高等学校野球選手権京都大会 

７月１０日 １回戦 北桑田 ５－０ 城单菱創・・・・開幕試合 

７月１５日 ２回戦 北桑田 ３－２ 伏見工業 

７月１８日 ３回戦 北桑田 ０－10 京都外大西 

甲子園を目指し臨んだ夏の大会は開会式直後の開幕試合に勝利し続く 2 回戦も接戦をものにし 3 回戦

に進出しましたが、甲子園に出場した京都外大西高校に残念ながら敗れ夢は叶いませんでした。ここま

で大変お世話になった、保護者の方、ＯＢの皆様そして、応援していただいた地域の方々に心より感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。 

■ 平成２２年度京都府高等学校野球秋季大会 

８月２８日 １次戦１回戦   北桑田 ２－ ９ 立命館 

９月 ４日 １次戦敗者復活戦 北桑田 ３－１０ 乙訓 

レギュラー選手が総入れ替えとなった新チームでの初の公式戦でしたが大変厳しい結果となりまし

た。この敗戦の悔しさを胸に刻み、現在厳しいトレーニングに取り組んでいます。練習試合でも徐々に

結果が出るようになり、来シーズンの大きな飛躍が期待されるところです。 

男子 

バレーボール部 

硬式野球部 
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～クラブ奮闘記～ 

（プラス）  

平成２０年度、全国高校選抜 学校対抗総合優勝。平成

２１年度全国高校総体 学校対抗総合優勝したメンバーの

大半が卒業した今年度でしたが、３月の全国高校選抜、５

月のジュニアオリンピック、８月の全国高校総体で個人、

団体入賞を果たし、北桑田高校の名前が全国大会で連呼さ

れました。残念ながら学校対抗での上位入賞はできません

でしたが、３年の徳田がドイツに日本代表として海外遠征

したほか、女子の岩田も函館で行われたアジアカップに日

本代表で走り、ケイリン３位入賞を果たしました。また、

２３年度の全国高体連強化選手に２年の帖地、松本、女子

の青木、１年の徳田優が選ばれ来年度の日本代表入りを目

指します。また１０月１１日に行われた全国高校選抜大会

京都府予選会で北桑田高校は個人総合で１位から８位を独

占し２年の帖地、中野、松本、１年の松下、田中、徳田、

女子の青木、山本が京都府代表に決定しました。補欠登録

する辻、岩佐を含めこの冬の練習で一回り強くなってもう

一度全国大会総合優勝を狙いたいと考えています。 

■新人戦が終わってすぐ３年生から、いつも練習で走って

いるコースの道路脇にゴミが沢山放棄されているのでゴ

ミ拾いをしようという提案があり、全部員で挾間峠のゴミ

拾いをしました。軽トラ一台分のゴミを拾い集めました。

いつも環境のいい北桑の道路を練習で使っているお礼の

意味も込めみんな汗だくで頑張りました。 

■卒業生も大学進学卒業後、プロの競輪選手としてデビュ

ーし活躍するものや教員採用試験に合格したもの、就職難

のこの時代に次々内定が出たと吉報が届いています。今年

の３年生も希望進路実現のため一生懸命頑張っています。

全部員一丸となって目標を達成する自転車競技部であり

たいと想います。 

■ 平成２２年７月１８日（土）第４８回近畿高等学校剣

道大会が滋賀県立体育館で開催されました。 

結果：予選リーグ２位 

（対：滋賀八幡高校２－０で勝利） 

（対：和歌山工業高校０－４で敗戦） 

■ 平成２２年８月２８日（土）口丹波高等学校総合体育

大会 剣道大会が園部高校武道場で開催されました。 

結果：甴子団体 優勝  

（リーグ戦全勝：亀岡・園部・单丹）      

     甴子個人 優勝 （藤元 拓馬） 

■ 平成２２年９月１１日（土）京都府立高等学校剣道大

会が山城高校体育館で開催されました。 

結果：ベスト８   

（２回戦 対：山城高校３－０）   

（準々決勝 対：東舞鶴高校０－３） 

７月の近畿大会では、多くの激励と応援をいただき本当

にありがとうございました。残念ながら結果は予選リーグ

２位で終わりましたが、悔いの残らない気持ちのこもった

良い戦いができました。 

さて、新チームになって以降、部員が３名と尐ないなか

で、普段の稽古や週末の遠征稽古で地力をつけてきました。

その成果を試すべく挑んだ府立高校大会では、甴子バレー

ボール部の奥本君・西野君に参加してもらい、５人で出場

することができました。準々決勝で東舞鶴高校に惜敗はし

ましたが、彼らの活躍に助けられました。 

今は、１１月に行われる新人大会でのシード権（ベスト

８）の維持を目標に、日々の稽古で積み上げてきたものを、

自在に発揮できるように努力しています。 

コンクールでは目標としていた関西大会出場には届かず銀賞受賞に終わりましたが、多くの方か

らお褒めの言葉を頂き、充分な演奏が出来ていたのではないかと思っています。部員にとっては非

常に悔しい結果となりましたが、この悔しさをバネに来年度のコンクールに向けて頑張っています。

３月に開催する定期演奏会は、３年生にとっては最後の演奏であり、１年間の集大成となる大きな

舞台です。たくさんの方々のご来場をお待ちしております。 
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■ ８月６日 京都府吹奏楽コンクール小編成の部 於：京都会館第一ホール 

結果：銀賞受賞 

10 月 9 日(土) 美山中学校文化祭出演 

 

■ 10 月 23 日(土) 美山やすらぎホーム ふれあいまつり 出演 14：15～ 

          ※周山中吹奏楽部との合同バンド 

11 月 3 日（水・祝） 京北ふるさとまつり出演 ９：００～ 

12 月 24 日(金) 京都府アンサンブルコンテスト出場予定 於：八幡市文化センター 

3 月 20 日(日) 第３回定期演奏会 於：ゼミナールハウス 

自転車競技部 
剣道部 

吹奏楽部 


