
【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
第55回　春季北海道高校野球大会　札幌支部予選 5/10～ 円山・野幌・麻生
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 プリンスリーグ札幌　　　１・２・３部　 4月～ 本校グランド　他
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区高校サッカー春季大会 4/30～5/3 北星グラウンドほか
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 第29回　札幌支部春季陸上競技大会 5/14．15 厚別公園競技場
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区春季高校テニス大会 4・30～5・3　　 稲積公園・旭丘・開成

【結果】
≪団体≫　１回戦：北星附属VS北広島　0-2　×
　
≪ダブルス≫
１回戦：越智・宮村VS稲舩・中田（琴似工業）　2-6　×
2回戦：篠原・苗川VS阿部・久島（東海札幌）　1-6　×
　
≪シングルス≫
１回戦：高橋VS木村（静修）　7-6　○　　２回戦：　VS折戸（藻岩）　0-6　×
１回戦：竹田VS村上（立命館）　0-6　×
2回戦：田所VS冨澤（東）　6-4　〇　　　　3回戦：　VS佐藤（北広島西）　2-6　×
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サッカー

【4/17】1部　　VS　光星　　1-2　×
　　　　 2部　　VS　札幌西　1-2　×
　　　　 3部　　VS　平岡　　2-2　引き分け
【４/24】1部　　VS　創成　　1—9　×
　　　　 2部　　VS　新陽　　2-1　〇
　　　　 3部　　VS　道科学大高　1—0　〇
【５/8】 1部　　VS　第一２nd  1-2　×
　　　　 2部　　VS　東海２nd　1‐3　×
　　　　 3部　　VS　清田　　0‐2　×

サッカー

【予選リーグ】
VS西陵　○（7-0）、　VS藻岩　○（5-1）、　　VS龍谷　○（5-0）、
【決勝トーナメント】
1回戦：　VS旭丘　〇（3-0）

2回戦：　VS山の手　〇（1—0）　　（（（（IHIHIHIHシード権獲得）シード権獲得）シード権獲得）シード権獲得）
　

野球
Aブロック：5月14日（土）円山球場第2試合：北星附属　VS　学園札幌   1-7 ×

陸上

（男子やり投げ）　　　　山口拓馬＿51m52　優勝　　西田捺生＿48m28　4位
（男子ハンマー投げ）　細貝優一＿40m64　4位
（男子円盤投げ）　　　　阿多洸季　30m53　6位
（男子400mH）　　　　　林蛍太＿予選59″74　決勝1'00″46　7位
（女子砲丸投げ）　　　　石黒星羽＿8m32　8位
（女子円盤投げ）　　　　石黒星羽＿28m80　6位

男子テニス



【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区春季高校テニス大会 4・30、5・1～4 モエレ沼公園
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区高校バスケットボール春季大会 4/23,24

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区高校バスケットボール春季大会 決勝トーナメント5/4～8 本校メインアリーナ他

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区高校バスケットボール春季大会 予選リーグ 4/23,24 本校アリーナ
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区高校バスケットボール春季大会 決勝トーナメント5/4,5 札幌大谷高、大麻高

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 江別・千歳・札幌地区高校バレーボール春季大会 4/17,23 厚別高校,南陵高校ほか　

【試合結果】

女子テニス

≪団体≫　VS石狩翔陽　0-2　×
≪ダブルス≫
１回戦：越野・鎌田VS工藤・小森（新川）　0-6　×
2回戦：齋藤・廣川VS蘆田・佐藤（恵庭北）　2-6　×
≪シングルス≫
2回戦：笹森VS横山（国際情報）　0-6　×
2回戦：齋藤VS倉谷（藻岩）　2-6　×
2回戦：櫻田VS菊池（英藍）6-2　〇、　3回戦：VS松原（東稜）6-1　〇、　4回戦：VS岸岡（清田）0-6
×

男子バスケット
  予選リーグBブロック
VS　北海（51-74）×　　　VS　札幌西（74-77）×　　VS　旭丘（70-71）×　　0勝3敗
　　　　決勝トーナメント：5月5日（木）　2回戦：北星大附属　VS　清田or平岡の勝利チーム
　　　　　　　　 会場：本校メインアリーナ

女子バレー

予選グループ戦：4月17日（日）真栄高校会場　　 5試合目：北星附属VSとわの森  0-2 ×
                                                                                 (17-25, 11-25)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6試合目：北星附属VS真栄　3-2　〇
                                                                                 (25-19, 22-25, 26-24)

　　　　　　　決勝T：4月23日（土）南陵高校会場　　1試合目：北星附属VSあすかぜ  3-2 〇
            　　　　　　　　　　　                                            (25-21, 20-25, 26-24)

                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4試合目：北星附属VS山の手　0-2　×

男子バスケット 2回戦　　北星大附属VS平岸　〇（７３-７２）
3回戦　　　　　　　　　 VS白石　×（５５-８２）

　

女子バスケット
予選リーグCブロック
VS新川　〇（84-52）、　　VS日大　〇（106-42）、

VS当別　〇（139-15）、　 VS東陵　〇（101-48）　　　　　　　　4勝0敗　予選通過

女子バスケット
1回戦　　北星大附属VS大谷　〇（７９-６４）
2回戦　　　　　　　　　 VS英藍　〇（６４-６０）

3回戦　　　　　　　　　 VS北斗　×（６４-８４）



【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区春季高校バドミントン大会 4/16,23,29 厚別体、真栄高

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区春季高校バドミントン大会 4/16・30 清田体、平岸高

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
段別選手権厚別区予選会 4・24 本校サブアリーナ
【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 剣道　札幌支部春季大会 ５・７ 北広島市総合体育館

【結果】

【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 札幌地区春季高校卓球大会 4/29  5/7 白石体、厚別体　
【結果】

男子バド

≪ダブルス≫トーナメント
2回戦：小山・岡橋　VS中谷・石井（恵庭北）　0-2　×
2回戦：橋本・藤峯　VS佐藤・吉田（札幌工業）　0-2　×
≪シングルス≫トーナメント
1回戦：鈴木VS泉（北斗）　0-2　×
1回戦：山崎VS高橋（江別）　0-2　×
≪団体≫
男子東ブロック4部＝会場：真栄高校
VS真栄　×（１-３）　　VS平岡＿○（３-１）　　VS当別＿×（２-３）　　VS平岸＿×（２-３）
VS立命館慶祥＿×（０-３）　　　１勝４敗（５位）　5部リーグへ

女子バド

≪ダブルス≫トーナメント
1回戦：正冶・門脇　VS漆・高橋（札幌北斗）　×
1回戦：小野・白井　VS間宮・川井（当別）　○　　2回戦：　VS伊藤・梅田（静修）　×
1回戦：小南・葛巻　VS高橋・長谷川（藤女子）　〇　　2回戦：　VS進藤・藤原　×
≪シングルス≫トーナメント
1回戦：葛巻VS佐藤（丘珠）　×
1回戦：小南VS小山内（とわの森）　×
≪団体≫
女子東ブロック5部＝会場：平岸高
VS平岸　×（２-３）　　VS北海道科学大　〇（３-１）　　VS恵庭南　×（２-３）　　VS当別　×（２-３）
VS東豊　○（３-０）　　　２勝３敗（４位）　リーグ残留

剣道

初段の部：手小（１年）⇒予選リーグ敗退
弐段女子の部：伊藤（2年）⇒準決勝進出　3位
　　　　　　　　　　梅津（2年）⇒準決勝進出　3位
弐段男子の部：渡邊（3年）⇒予選リーグ敗退
　　　　　　　　　　井内（1年）⇒優勝　全道大会へ（6/12）
　　　　　　　　　　日下（1年）⇒準優勝　全道大会へ（6/12）

剣道 ≪男子団体戦≫　　　VS啓成　2-3　×
≪女子団体戦≫　　　VS恵庭南　0-3　×

卓球

≪ダブルス≫
１回戦：大庭・山本VS野田・八谷（新陽）　3-0　〇
２回戦：　　　　　　　VS土岐田・成田（東豊）　1-3　×
≪シングルス≫
1回戦：山本VS濱平（千歳北陽）　0-3 ×
1回戦：附田VS木村（東豊）　2-3　×
1回戦：大庭VS鈴木（南陵）　3-0　〇　　　2回戦：　VS向井（北海道科学大）　0-3　×
≪学校対抗戦≫
北星　VS　あすかぜ　0-3　×



【部】 【大会名】 【日時】 【場所】
H28年度 国体卓球大会　札幌予選  5/15 中央体　
【結果】

卓球

≪シングルス≫
1回戦：青野VS阿部（西陵）　2-3 ×
1回戦：田中VS水野（札工）　0-3　〇　2回戦：VS渡辺（西陵）　3-1　〇　３回戦：VS本間（龍谷）　0-1
×
1回戦：安岡VS大友（札工）　0-3　×
1回戦：十川VS岩波（札工）　0-3　×
1回戦：山本VS宮田（稲雲）　0-3　×
2回戦：大庭VS山本（北白石中）　1-3　×
2回戦：附田VS梶谷（西陵）　0-3　×


